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はじめに

平素は弊社サービスに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社は、SSL/TLS証明書のマーケットリーダーとして、お客様のニーズを取り込みながら、常に新しい価値を
提供してゆくことを心がけています。この取り組みの一環として、これまで長くご利用いただいた
「デジサート ストアフロント」「ジオトラスト ストアフロント」 に代わり、証明書を効率的に管理するための
多様な新機能を追加した新しいプラットフォーム「CertCentral®」の開発を進めてまいりました。

当文書は従来「デジサート ストアフロント」「ジオトラスト ストアフロント」において「クーポン」を用いて
証明書を申請・取得いただいていたお客様を対象として、「クーポン」の後継にあたる「バウチャー」をご紹介し、
併せてCertCentral へのご移行をいただく手順をご紹介するものとなります。

CertCentral をご活用いただくことでお客様の証明書管理の効率化に寄与したいと考えております。
何卒ご理解の上、ご協力をいただけますようよろしくお願い申し上げます。

デジサート一同

アップグレードガイド(概要編) クーポンご利用者様向け
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CertCentralで新しく出来るようになること

使いやすさを追求

モダンなインターフェース

証明書を最適な形式で入手

10種類以上の言語に対応

サブアカウント管理機能

柔軟なアカウント設定

CTログモニタリング
(グローバル・サーバID バンドル機能)

EU PSD2への準拠

SXG (Signed HTTP Exchange)

(Google AMPにおけるURL表示の改善)

SAMLシングルサインオン対応

OTPを用いた多要素認証対応

パスワード強化オプション

証明書インストールの自動化

拡張されたRESTful API

ACME対応

Simplification Customization Innovation

Additional Security Automation Compliance

業界をリードする
コンプライアンスポリシー

統合的な認証プロセスとサポート

アカウント別 追加承認オプション

1. CertCentral Partnerとは
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CertCentralへのご移行手続きの詳細



STEP 1. 事前準備 ～ CertCentralの新機能をご確認ください

ユーザーの確認

「アップグレード」
を実施いただくには
ストアフロントへの

ログインユーザーIDが
必要です

尚、CertCentralでは
複数のユーザで

アカウントの情報を
共有・証明書を管理

いただけます

お手持ちのクーポン

クーポンは
「バウチャー」に
生まれ変わります

クーポンはいつでも
バウチャーに変換

できます
あらかじめ手順を

確認しておきましょう

詳細：後述

CertCentralの機能を
発見してみましょう

詳細はこちら

STEP 1 ・CertCentralの新しい機能を発見してみましょう
・クーポンは「バウチャー」に生まれ変わります
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CertCentralへのご移行手続きの詳細(クーポン)

https://www.digicert.com/jp/certificate-management/


CertCentral upgrade link generatorの専用ページにアクセスしてください
（デジサート ストアフロント用） https://www.digicert.com/account/dcj-migrate/link-generator/?portal=storefront

（ジオトラスト ストアフロント用） https://www.digicert.com/account/dcj-migrate/link-generator/?portal=geostorefront

STEP 2
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メール内のURLをクリックす
ると、「STEP 3 アップグ
レード」を開始します。

* 同一ユーザIDで1度だけ実施します。ユーザIDに
登録されているサーバIDとコードサイニング証明書
はCertCentralへ自動的にインポートされます。

STEP 2 : CertCentral upgrade linkの取得とクリック

CertCentralへのご移行手続きの詳細

STEP 1 STEP 2 STEP 3

Click

ストアフロントのユーザID
(メールアドレス)を入力します。

*ユーザIDと異なるメールアドレスの場合エラーとなります。エラーとなった
場合は弊社サポート窓口までご連絡ください。
*メールアドレスが下記の場合、エラー表示されますのでご留意ください。
・既にCertCentralへのアップグレードを完了しているアカウント
・2020年9月28日以降の有効な証明書を保有していないアカウント
・ストアフロントアカウントとして登録されていないメールアドレス

24時間有効なURLを記載した
メールが届きますので、URL
をクリックしてください。

*24時間が過ぎた場合はお手数ですが再度、専用
ページからユーザIDを入力しなおしてください。

Click

https://www.digicert.com/account/dcj-migrate/link-generator/?portal=storefront
https://www.digicert.com/account/dcj-migrate/link-generator/?portal=geostorefront


■アカウント サインアップ画面 全体のイメージ

Section 1 :
主な担当者様
の情報

Section 3 :
アカウント情報、
利用規約のご確認

Section 2 :
組織情報
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STEP 3 : 「upgrade link」クリック後～
CertCentralアカウント開設までの手順 (1/6)

メール内のURLをクリックすると、以下のCertCentralのアカウントサインアップ画面が表示されます。

次ページ以降の手順に沿って必要事項を入力ください。(すでにアカウントを保有している場合は、CertCentralにログインします）
※ この手順ではお客様専用のアカウント(ストアフロントからの移行用)を作成します。通常の新規アカウント作成手続きとは異なりますのでご注意ください。
※ 当ページのURLにはお客様の移行用のユニークなキー情報を含みます。変更、または再配布をしないようお願いいたします。

CertCentralへのご移行手続きの詳細

Section 0 : 
CertCentral 
ログイン(※)

Section 1 : 初めに、CertCentralのメイン管理者様となるご担当者様の
情報を入力します

氏名 ,  電話番号 ,  メールアドレス 等

Section 2 : 次に、主にアカウント管理を行う企業・組織の情報を入力します
組織名 , 所在地

Section 3 : 最後に、ユーザーアカウント情報を入力いただき、利用規約
(MSA:Master Service Agreement)をご確認・ご同意いただきます

・ユーザー名／パスワード／秘密の質問
・MSAのご確認および同意

Section 0 : CertCentralのログインIDをすでにお持ちのお客様は、こちらか
らログインします。初めてアカウントを作成する方は、Section 1 から始め
てください。

※移行先のアカウントは、各プラットフォーム毎に行います。デジサートストアフロントのアカウントと、

ジオトラストのアカウントを統合して移行することはできません。それぞれ異なるCertCentralのアカウントに
アップグレードしてください。

※エンタープライズのご契約 (CertCentral Enterprise, CCE)のアカウントに移行することはできません。
CCEのアカウントにはログインしないでください。

STEP 1 STEP 2 STEP 3



Section 1 :
主な担当者様
の情報

■担当者情報の入力項目の説明・入力/選択例

項目名 概要 入力例

名 担当者氏名の名 (※1) Taro

氏 担当者氏名の氏 (※1) Tantou

メールアドレス 担当者の電子メールアドレス taro.tantou@digicert.com

電話番号 担当者の電話番号 03-4560-3900

役職名 担当者の役職名 (※1) Manager
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例：Taro 例：Tantou

例：taro.tantou@digicert.com

例：03-4560-3900

例：Manager

STEP 3 : 「upgrade link」クリック後～
CertCentralアカウント開設までの手順 (2/6)

■アカウント サインアップ画面

■Section 1 の入力欄

CertCentralへのご移行手続きの詳細

※1 ・入力例は英語で記載していますが、日本語での入力も可能です。
CertCentralのメイン管理者として登録されます。ご入力いただいた内容は、弊社より
CertCentralの仕様変更などご案内の連絡先として参照いたします。後日変更することも可能です。

STEP 1 STEP 2 STEP 3



Section 2 :
組織情報

■組織情報の入力項目の説明・入力/選択例
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項目名 概要 入力/選択例

組織名 企業・組織の正式名称 (※1) DigiCert Japan G.K.

電話番号 企業・組織の電話番号 03-4560-3900

国 「Japan」を選択 Japan

郵便番号 企業・組織の所在地：郵便番号 104-0061

住所(上段) 申請団体所在地・市区町村より下の
レベル（番地等）(※1)(※2)

例1 : 6-10-1 Ginza
例2 : 580-16 Horikawa-cho

住所(下段) <入力不要>

市町村名 申請団体所在地・
市区町村名(※1)(※2)

例1 : Chuo-ku
例2 : Kawasaki-shi

都道府県 申請団体所在地・
都道府県名(※1)(※2)

例1 : Tokyo
例2 : Kanagawa

※2 住所(申請団体所在地)の都道府県名、市区町村名などの区切り方などについて、
その他のパターンの記入例については以下のFAQを併せてご参照ください。
https://knowledge.digicert.com/ja/jp/solution/SO22977.html

※1 ・入力例は英語で記載していますが、日本語での入力も可能です。
・ここで記入した情報は開設したアカウントの「表示上の代表組織名」として用いられますが、

必ずしも証明書発行のための認証対象項目にはなりません。弊社からのCertCentralに関する連絡先と
して保管されます。後日修正することも可能です。

・なお、後日、ここで記入した組織情報をに対して「認証申請」をリクエストいただき、
証明書発行に用いるようにすることも可能です。「認証申請」の際には、
正式な組織情報を入力ください。

STEP 3 : 「upgrade link」クリック後～
CertCentralアカウント開設までの手順 (3/6)

■アカウント サインアップ画面

■Section 2 の入力欄

CertCentralへのご移行手続きの詳細

STEP 1 STEP 2 STEP 3



■ユーザーアカウント情報の入力項目の説明・入力/選択例

項目名 概要 入力例

ユーザー名 アカウントにログインするユーザー名
(User ID)を入力してください。
※ 「メールアドレス」欄の入力値が自動
補完されますが、任意の文字列に変更が
可能です。※ 入力したユーザー名が他の
ユーザーによって既に使われている場合、
「ユーザー名は利用できません」というエ
ラーメッセージが表示されます。この場合は
別のユーザー名を指定してください。

digicert-cce-
admin01
(入力例と同じ値
はご利用いただ
けません)

パスワード／
パスワードの確認

パスワードを入力します。
(10文字以上で、英小文字/英大文字/数
字/記号から3種類以上を利用)

-

秘密の質問／
セキュリティ回答

プルダウンから一つの「秘密の質問
(Security Question)」を選択し、下段の
「セキュリティ回答(Security 
Answer)」欄に回答を入力してください。

-

証明書サービス
規約(MSA)

CertCentralご利用にあたっての利用規約
リンク先の文言をご確認いただき、
チェックボックス=ONにしてください。
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例：digicert-cce-admin01

「秘密の質問」に応じた回答を記入ください

Section 3 : 
アカウント情報、
利用規約のご確認

Click

Click

「CertCentralアカウントを作成」ボタンを押下して
次の画面に移動してください。

STEP 3 : 「upgrade link」クリック後～
CertCentralアカウント開設までの手順 (4/6)

■アカウント サインアップ画面

■Section 3 の入力欄

CertCentralへのご移行手続きの詳細

STEP 1 STEP 2 STEP 3



Section 1 :
アカウントセットアップ
ウィザード

Section 2 :
CertCentral
ダッシュボード

Section 1 : ストアフロントからの移行時に、アカウントの初期設定
（セットアップ）をステップごとにご案内します。
詳細は次ページ以降をご参照ください。

Section 2 : CertCentral内での証明書申請・証明書ステータス等を
グラフィカルにご確認いただけるダッシュボードです。
【ストアフロントからの移行時は空の状態です】
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STEP 3 : 「upgrade link」クリック後～ ～
CertCentralアカウント開設までの手順 (5/6)

■ログイン後の初期画面 全体のイメージ

CertCentralへのご移行手続きの詳細

STEP 1 STEP 2 STEP 3

CertCentralのアカウントを開設しログイン後に、証明書データのインポートを自動的
に開始します。お客様による操作は不要です。 並行して、CertCentralの機能、初期
設定を行いましょう。また、データ移行完了前に、ログアウトいただいても影響はあ
りません。



機能：「ファイナンス」→「設定」メニューへのリンク
目的：【任意】請求先情報をアップデートしてください

機能：「設定」→「選択設定」メニューへのリンク
目的：【任意】更新案内通知設定などアカウントの各種設定が可能

機能：「アカウント」→「ユーザー」メニューへのリンク
目的：【任意】追加ユーザーを作成・管理いただけます

「アカウント」→「ユーザーの追加」からユーザを追加します
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STEP 3 : 「upgrade link」クリック後～
CertCentralアカウント開設までの手順 (6/6)

■Section 1 : CertCentralアカウントセットアップウィザードのイメージ(初期状態)

CertCentralへのご移行手続きの詳細

機能：「証明書」→「オーダー」メニューへのリンク
目的：【任意】移行された証明書をご確認いただけます

（更新済みのオーダでも有効期限内の場合はインポートされます）

STEP 1 STEP 2 STEP 3

機能：「設定」→「クーポンコンバーター」を表示
目的：【任意】お手元にあるクーポンをCertCentral専用バウチャーに

変換します

機能 : 既存のサービスから証明書情報をインポートします
目的：お客様による作業は不要です 自動的にインポートします

（証明書のインポートには最大48時間かかります）



(参考) 「STEP 3が完了していること」をご確認いただく方法

CertCentralへのご移行手続きの詳細

インポート
(データ連携)済

■STEP 3「データ移行」をご確認いただく方法
→「証明書」→「オーダー」メニューより

移行対象の証明書データが
画面下部の一覧に表示
されていることを確認ください

左記をご確認いただければ、
「STEP 3」が完了しています。

これでアップグレードは完了です。
ご協力ありがとうございます。

STEP 1 STEP 2 STEP 3
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■移行データに対する証明書ライフサイクル管理の概要

ポイント

STEP 3 : 以上でアップグレード完了です。CertCentralをご利用ください！

更
新

再発行申請

失効

オーダ一覧・
詳細確認

CertCentralの「証明書」→「オーダー」メニュー配下でインポートされた証明書一
覧・詳細をご確認いただけます

更新案内
メール

更新申請

CertCentralでの操作概要

・CertCentralのダッシュボード→「期限が切れるDigiCert証明書」ウィジェットから、
または
・「証明書」→「期限切れになる証明書」メニューから更新対象の証明書一覧を表示→
「今すぐ更新」をクリック

CertCentralの「証明書」メニューから対象のオーダーを特定し、オーダー詳細画面を
表示

→「証明書操作」メニューで「証明書を再発行」

CertCentralの「証明書」メニューから対象のオーダーを特定し、オーダー詳細画面を
表示

→「証明書操作」メニューで「証明書を失効」

ストアフロントから配信されます
(移行された証明書に対するCertCentral上の更新案内通知は「無効」に設定されます)

補足

簡易ガイド
「証明書の更新申請」参照
および、後続のページ参照

簡易ガイド
「証明書の再発行」参照

次ページ参照

※CertCentral 簡易ガイド：https://www.digicert.co.jp/storefront/certcentral/pdf/certcentral_simple_manual_vuser.pdf

CertCentralへのご移行手続きの詳細

STEP 1 STEP 2 STEP 3

https://www.digicert.co.jp/storefront/certcentral/pdf/certcentral_simple_manual_vuser.pdf
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（補足）更新案内メールについて

(参考)「アップグレード」
未了のアカウントの証明書

「アップグレード」完了した
アカウントの証明書
（「インポート」された証明書）

CertCentralで
申請・発行された証明書

配信の有無 有り 有り 有り

配信管理ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ、
タイミング
(デフォルト設定)

デジサート ストアフロント
89日前/60日前/30日前/14日
前/期限切れ3日後

デジサート ストアフロント
89日前/60日前/30日前/14日前/
期限切れ3日後

CertCentral
90日前/60日前/30日前/
7日前/3日前/期限切れ7日後
(「設定」→「証明書の更新設定」の設定により
タイミングおよび配信先の設定が可能)ジオトラスト ストアフロント

90日前/60日前/30日前/10日
前/3日前/期限切れ0日

ジオトラストストアフロント
90日前/60日前/30日前/10日前/3
日前/期限切れ0日

備考 - ・CertCentral上に「インポート」された
証明書については、CertCentral側の更新
通知は「無効」となります

-

■アカウントの移行状況ごとの更新案内メールについて

移行された証明書に対しては引き続き「ストアフロントの更新案内メール」が
配信されます
※CertCentralで更新したステータスにかかわらずオリジナルの証明書有効期間まで従来のプラットフォームより更新案内通知を配信します

ポイント

CertCentralへのご移行手続きの詳細

STEP 1 STEP 2 STEP 3



17© 2020 DigiCert – All Rights Reserved

証明書申請・管理機能 - 比較

従来のプラットフォーム
デジサート ストアフロント

従来のプラットフォーム
ジオトラストストアフロント

CertCentral

申請種別 新規
初めて証明書を取得する場合

新規
初めて証明書を取得する場合

新規
初めて証明書を取得する場合

更新
発行日から30日経過後にサーバIDを更新可能
更新元証明書の有効期間終了日までの残存期間
を発行時に付与

更新
有効期限90日前から更新可能
更新時期に応じて証明書発行時に有効期間を1ヶ
月/2ヶ月/3ヶ月付与

更新
有効期限90日前から更新可能
更新元証明書の有効期間終了日までの残存期間+nを発行
時に付与

第三者更新
別担当者(アカウント)が所有しているサーバ
証明書を更新

(ジオトラストブランド製品)更新
同一コモンネームであれば自動的に更新とみ
なし証明書発行時に有効期間を1ヶ月/2ヶ月
/3ヶ月付与

―
異なるアカウントで発行されたオーダに対する「更新」
申請は不可 アカウントが異なる同一コモンネームに対
する申請は「新規」申請

他社からの乗換申請
乗り換え元残日数に応じて、新規発行証明書
に最大12カ月を付与

乗換
乗り換え元残日数に応じて、新規発行証明書
に最大12カ月を付与

(準備中）
乗り換え元残日数に応じて、有効期間を付与するサー
ビス

有効期間指定 ― ― 可

各種通知 固定 固定 任意のアドレス先指定可能

証明書ダウン
ロード

Eメールでご案内 Eメールでご案内 Eメールで指定のアドレスに送付
CertCentralから各種フォーマットにてダ
ウンロード可能

■CertCentralでの証明書管理機能との比較
→ CertCentral アップグレード後は製品ブランド毎に異なっておりました管理機能が統一されます



よくあるご質問 (FAQ)



よくあるご質問(FAQ) - データ移行編

# カテゴリ Q A 備考

1 データ移行 CertCentralに移行した際に、認証済みの「組
織」や「ドメイン名」のデータは移行されま
すか？

いいえ。簡易的に登録されていますが、認証履歴は移行されていません。
CertCentralで新規/更新/再発行申請時に、改めて認証を実施します。
CertCentralでの認証履歴は以降の申請時より再利用いただけます。

2 データ移行 CertCentralに移行した「証明書」のデータは
どこで確認できますか？

CertCentralに移行した「証明書」データは、画面左のメニュー「証明書」→
「オーダー」メニューにてご確認いただけます

3 データ移行 デジサート ストアフロントのリクエスト番号
で検索できますか？

申し訳ございません。ストアフロントのリクエスト番号では検索いただけませ
ん。お手数ですが、証明書のコモンネームで検索、または証明書シリアル番号
を照合いただきますようお願いいたします。

4 データ移行 CertCentral に移行された証明書の製品名が異
なるのは何故ですか？

一部製品はストアフロントからの移行に伴って見た目上の製品名称が変更とな
りますが、製品機能ならびに(原則として)価格などのご提供条件に変更はござ
いません。

アップグレードガイド
(概要編) 参照

5 データ移行 証明書データがCertCentralに反映さていませ
ん

初回証明書のインポート時の証明書データの反映には時間がかかる(通常は数分、
最大48時間)場合がございます。予めご理解・ご了承ください

6 データ移行 ストアフロントで申請したが、まだ発行され
ていない証明書情報がインポートされていま
せん

証明書発行後に自動的にインポートします。ストアフロントで発行されている
ことをご確認の上、後ほどご確認ください。なおインポート時のデータ反映に
は時間がかかることを何卒ご了承ください。

7 データ移行 ストアフロントで保存していた申請情報が反
映されていません

申し訳ございません。ストアフロントに保存した申請情報は移行対象外です。
改めてCertCentralよりご申請ください。

8 データ移行 ストアフロントで申請した時の申請情報を確
認したいです

申し訳ございません。GeoCenterでの申請情報は移行しておりません。申請責
任者情報は同一申請団体の場合、一律同じ申請責任者情報が表示されています。
技術担当者はCertCentralのアカウント管理者(アカウント作成時の第1管理者)
と表示されています。申請の際には必ず削除して、最新の情報でお申込みくだ
さい。
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よくあるご質問(FAQ)



よくあるご質問(FAQ) – クーポンコンバーター編

# カテゴリ Q A 備考

1 ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ コンバーターは誰が利用できますか？ クーポン番号をお持ちの方、かつCertCentralのアカウントをお持ちで
あればどなたでも利用できます

2 ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ バウチャーの有効期間はどのように設定されます
か？

元のクーポン番号の有効期限に合わせて発行します

3 ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ マルチドメインオプションとして利用したいので
すが、使えますか？

はい、できます (※)
1枚の証明書に登録したいFQDN分(CN + SANs) のクーポン番号を入力
し、「変換」してください 1枚のバウチャーが発行されます そ
のバウチャーを利用して申請すると、あらかじめ指定したFQDN分を指
定して証明書を申請することができます
複数枚のクーポンを、1枚のクーポンに変換した場合は、最も短いクー
ポンの有効期限に合わせてバウチャーの有効期限が設定されます
※ワイルドカード製品、ジオトラスト製品はご利用いただけません

4 ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ ジオトラストのマルチドメインパックのクーポン
（CertCentralでは販売終了）は変換できます
か？

はい、できます
変換されたバウチャーには、「1つのCN、4つのSANs」を登録可能であ
る記録されています。バウチャーを利用して証明書を申請する際に、マ
ルチドメインをご指定ください。
※ワイルドカードのドメイン名を指定することはできません

5 ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ ジオトラスト製品のクーポンをマルチドメインで
利用できますか？

いいえ、できません
申し訳ございません 「マルチドメインパック」または「サブドメイン
パック」専用製品クーポンの場合のみご利用いただけます。 シングル
ドメインのクーポンを、マルチドメイン専用バウチャに変換はできませ
ん。 またドメインを更に追加したバウチャーに変換することはできま
せん
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よくあるご質問(FAQ)

※1 クーポンコンバーターについて ； https://knowledge.digicert.com/ja/jp/solution/SO30000
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（ご参考）CertCentral移行に関するチェックリスト

# 大項目 内容 完了チェック 完了日

A 概要編 ・CertCentralへの移行の背景、CertCentralの主要機能等をご理解いただいた

B 概要編 ・CertCentralへの「3つの移行ステップ」の概要をご理解いただいた

C 概要編 ・CertCentralへのデータ移行の概要と制約(例：有効期限切れの証明書は
移行対象外となる等)をご理解いただいた (STEP 1)

D 詳細編 ・「アップグレード」ボタン押下～初回の「インポート」まで含む一連の
移行作業を完了した(STEP 3)

E 詳細編 ・CertCentral上で証明書申請・発行業務を行っていただくにあたり必要な
マニュアル類を入手・確認し、関係者に展開いただいた(随時)

F - ・CertCentral で証明書管理業務の運用を開始した

✔

✔

✔

TIPS & 参考文書



さいごに
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■以下に関連文書をご確認いただける当社ウェブサイトをご案内申し上げます。是非ご活用ください。

■デジサート・ジャパン合同会社にて作成
◇ CertCentral ご紹介資料一式 ： https://www.digicert.co.jp/storefront/certcentral/
◇ CertCentral 簡易ガイド ： https://www.digicert.co.jp/storefront/certcentral/pdf/certcentral_simple_manual_vuser.pdf
◇ Quick Link : [CertCentral] 申請・認証について よくあるご質問 :  https://knowledge.digicert.com/ja/jp/solution/SO29786.html

■DigiCert Inc.にて作成
◇ DigiCert Documentation (CertCentralご活用方法の全体像、CertCentralの各種機能詳細)

英語版 ： https://docs.digicert.com/
日本語版 ： https://docs.digicert.com/ja/

■その他関連リンク集
◇ DigiCert Status Pages (英語のみ、サービス稼働状況確認ページ) ：https://status.digicert.com/
◇ DigiCert Change Log (サービス仕様変更の今後の予定／過去履歴アーカイブ)

英語版 ： https://docs.digicert.com/change-log/
日本語版 ： https://docs.digicert.com/ja/change-log/

■その他、お気づきの点やご質問などがございましたら弊社問い合わせ窓口までお問合せください。
https://www.digicert.com/jp/contact-us/

TIPS & 参考文書


