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リフォーム　○○市

https://www.google.co.jp/search?num=リフォーム　○○市保護された通信

株式会社ＡＢＣリフォーム

○○市のリフォームならＡＢＣリフォームにお任せください！初めて方も安心してリフォームが出来るように、費用、
工期、商品をお客様の状況に合わせて丁寧にご案内します。HPでは、気になる価格やお客様の声を事例と共に多数掲載。

http://www.xyz-company.co.jp/
株式会社ＸＹＺリフォーム

○○市のリフォームならＸＹＺリフォームにお任せください！施工実績多数。東京都○○市対応。施工事例とお客様の
声多数掲載！ 水まわりリフォームや内装工事などの施工を専門として地域密着で対応！

検索結果も上位表示



サイト優遇本格始動の https://年2017
ＳＳＬ化対応

ＳＳＬ対応していない場合の警告例　※ＳＳＬ対応している場合の表示

ホームページのＵＲＬに、このような記載が出るようになったの、お気づきですか？

になるために。 「https://」による SSL 暗号通信が必須となります。

一方は、　　　　　　　　　　　　　と記載され、もう一方は、　　　　　　　　　　　　　と記載されています。
お客様の目線で見てみると、いかがでしょうか？どちらのホームページのほうが安心して利用できそうですか？

保護された通信 保護されていません

そうですよね。個人情報を送るときって、少し慎重になってしまいますよね。
実はGoogle が、近い将来全ての「http://」のWebサイトに対して警告を表示するとことを公式に発表しています。
すでに一部のブラウザでは、表示されはじめているんですよ。

はい。残念ながら、近い将来、　　　　　　　　　　　　　の警告が表示されるようになってしまうと思います。
でも！まだ大丈夫です。今のうちに、　　　　　　　　　　　　　と表示される安心なホームページになるように対策
してみませんか？

そりゃ、　　　　　　　　　　　　　なんて表示されてたら、なんとなく怖いよね。
「流出」とか、ニュースでよく聞くもんね。（；^ ＾）

保護されていません

え！？うちの会社のホームページも「http://www.●●●.co.jp/」だよ！
こんな警告が出ちゃうようになるっていうこと？

よしよし。"https://" から始まっている。アドレスバーにエラーがでてるけど、
"https://" のホームページだから安全だわ。このまま進めよう！

保護されていません
保護された通信

保護された通信

その話！詳しく聞かせて！

　そもそも "http://" や "https://" とはな
んなのでしょうか。
　ものすごく簡単にいうと、「ホームペー
ジを表示するための世界共通のルール」
です。「ホームページを見るときに、ア
ドレス (URL) の最初に必ず付けないとい
けないもの」くらいの認識の方もいらっ
しゃるかもしれませんね。決して間違え
ていません。ホームページを閲覧する上
では欠かせないルール（約束事）なので
す。
　HTTPS は、HTTP に Secure（セキュア）
の「S」を追加したものです。"https://"
の場合は、データのやりとりをセキュア

（＝暗号化）な状態で通信しています
よ、ということです。
　逆にいうと、"http://" は暗号化され
ていないデータをそのままやりとりし
ている状態です。
　よく似ているので大した違いはない
んじゃないの。と思われがちなのです
が、「s」があるのとないのとでは大違
い。これだけ聞くと、「http:// より
https:// のほうがセキュアなんだしイ
イに決まっている！」と思うのですが、
現状では、http で運営されているサ
イトのほうが圧倒的に多いです。

「https://」とは？

HTTPS で暗号化ができていれば安全？！「http://」
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暗号化されていない

暗号化されている

　では、HTTPS で通信データが暗号化できていれば「安全」なのでしょうか？実は、必ずし
も「安全」だとは言えないのです。
　ホームページ上から商品を購入する場合を想定してみましょう。まず、ホームページで商
品を買うときに、個人情報やクレジットカード情報を入力するページが "https://" から始ま
る暗号化されたページであることを確認するでしょう。個人情報などの重要な情報は、暗号
化通信がされていないと不安ですよね。

　いや！ちょっとまって。ほんとにそのまま進んじゃっても大丈夫なんでしょ
うか？データを渡す相手ってほんとに信用できる会社なの？本物なの？疑い
だしたらキリがないですが、自分の情報を守るためには重要なことです。
　この場合、ポイントとなるのは「アドレスバーにエラーがでている」ということ。まさに
下図の状態ですね。これは、ブラウザが「今、アクセスしているサイトは大丈夫？」と警告
をだしてくれているのです。https で暗号化しただけでは、　　　　　　　　　　　の警告を
消すことはできないんです。ではどうすればいいか？答えは「SSL 証明書」にあります！
　

保護されていません



になるための「https://」構築と SSL 証明書発行をＳＨＩＰが請け負います！保護された通信

企業実在認証クイック認証（ドメイン認証） Extended Validation

　「https://」による SSL 暗号通信のみでは、　　　　　　　　　とは表示されないのは、す
でに記した通りです。これはブラウザがなりすましなどの犯罪を防止するにあたり、警告を
出しているためです。
　この警告を消すためには、ホームページが本物であり、運営企業も本物であることを証明
する必要があります。その証明のために発行されるのが、「SSL 証明書」です。
　「SSL 証明書」は、「認証局」と呼ばれる第 3社の会社によって発行されます。その認証局
が、その証明書を使う組織がどういうところか調査したうえで、作成し、提供します。そし
て、調べた結果を証明書の中に情報として含めます。
　存在さえすれば、誰が申し込んできても提供してよいかというと、そうではありません。
偽サイトを立てるかもしれない人に提供してしまうリスクがあるので。証明書を提供する会
社は、本物であると確認できた、あるいは、本物から確かに代理を受けた者に限られています。

　このようなやり方で取得された SSL 証明書を ホームページに使用することで、その証明
書を見た訪問者は、「誰が運営しているホームページか、それは自分が取引しようとしてい
る会社であるか」が確認できるようになります。平たく言えば、存在確認をしている証明書
であれば、本物か偽物かの判断の目安になるわけです。

　SSL サーバ証明書には確認する内容により、「ドメイン使用権のみ確認 ( ドメイン認証 )」「ドメイン使用権と組織の法的実在性の確認 ( 企業実在認証 )」「ドメイン使用権と組織
の法的・物理的実在性の確認 (Extended Validation)」の 3つのレベルが存在します。

　ドメイン認証は、SSL サーバ証明書の所有者が証
明書に記載のあるドメイン（コモンネーム）の使用
権を所有していることを認証します。

　認証局ではドメインの所有権のみを確認し、登記
簿謄本などの提出を必要としません。このため、個
人事業主の方でも導入することが可能で、審査の時
間もかからないため、特定のページのみに急いで
SSL を導入したい場合に向いています。 

　企業実在認証は、証明書に記載される組織が法的
に存在すること、またその組織が証明書に記載され
るドメインの所有者であることを認証します。

　特に決済情報のやりとりは発生しないものの、な
りすましを防止し、ウェブサイトの運営組織や所在
地が架空でないことをユーザにきちんとアピールし
信頼度をアップしたい場合に向いています。

　EV(Extended Validation) とは、証明書に記載され
る組織が、法的かつ物理的に実在し、またその組織
が証明書に記載されるドメインの所有者であること
を認証するものです。EV SSL は世界標準の認証ガ
イドラインがあり、サーバ証明書の中で最も厳格な
審査が行われます。

　フィッシング詐欺に狙われやすい金融機関サイト
におけるなりすまし被害予防や、決済情報も含めた
個人情報の送受信を行なうネットショッピングサイ
トなどに向いています。

本物の証明　「SSL 証明書」とは？

レベル分けされた 3種類の SSL 証明書

保護された通信

Google のランキング アルゴリズムでのシグナルとして、暗号化された安全な接続をサイトで使用しているかを考慮に入れたテストを実施してきま
した。この実験ではよい結果が得られているため、ユーザーがもっと安全にサイトを閲覧できるよう、すべてのサイト所有者の皆様に HTTP から 
HTTPS への切り替えをおすすめしたいと考えています。

出典：Google ウェブマスター向け公式ブログ （https://webmaster-ja.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html）

の サイト優遇の動向https://

2014年８月 ウェブマスター向け公式ブログ において「HTTPS をランキング シグナルに使用します 」という記事を投稿

Google は、より多くの HTTPS ページを探すよう、インデックス システムを調整していることをお知らせします。ウェブの安全性がさらに高まるこ
とを嬉しく思います。Google 検索結果で HTTPS ページを表示することにより、Google では、セキュアでない接続を介してウェブサイトを閲覧して
コンテンツ インジェクション攻撃を受けやすくなるリスクを減らしたいと考えています。

出典：Google ウェブマスター向け公式ブログ （https://webmaster-ja.googleblog.com/2015/12/indexing-https-pages-by-default.html）

2015年 12月 同公式ブログ において「HTTPS ページが優先的にインデックスに登録されるようになります  」という記事を投稿

2017 年 1 月リリース目標の Chrome 56 から、パスワードやクレジットカードを送
信する HTTP サイト（非 SSL/TLS サイト）において、以下のように「安全ではない
（Not secure）」という意味を持つアイコンをアドレスバーに表示すると発表

2016年 9月 Google Security Blog  において、HTTPサイトを “安全でない” サイトとして扱う方針を明らかに。

ついに２０１７年１月、「安全ではない（Not secure)」アイコンの表示を実装。SSL化はいよいよ不可避に！



初期設定費用

円100,000
更新費用

円19,250

簡単更新ホームページ 簡単更新ホームページ

６

簡単更新ホームページ

３ ５

SSL 証明書は毎年更新が必要となります。弊社にて管理し、更新費用は実費と更新手数料をご請求いたします。※
初期費用には最初の更新時（約 1年後）に必要な実費分＋更新手数料が預かり金として含まれています。※
毎年証明書の更新実費と更新手数料をご請求いたしますが、万が一お支払いに遅延があった場合などには預り金より充当します。※
簡単更新ホームページの解約の際は預り金から充当分があれば差し引いた分をご返金させていただきます。※
価格はすべて税抜きです。※

弊社ホームページサービス「ReWS」を新規でご注文の場合、75000 円（クイック認証）、すでに「ReWS」をご利用中の場合、100,000 円（クイック認証）となります。（更新費用 :25,000 円）※

常時ＳＳＬ化対応　価格表

ＳＳＬ証明書の種類

常時ＳＳＬ化対応お申し込み

株式会社シップ

〒112-0004 東京都文京区後楽 1丁目 4番 14 後楽森ビル 3階
TEL】03-3868-9621（代） FAX】03-3868-9622（代）
E-mail】info@shipinc.co.jp HP】http://www.shipinc.co.jp/ このカタログの記載内容は 2017 年 3月現在のものです。※

画面はハメコミ合成であり、商品の特徴・性能を説明するためのイメージです。※
商品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。※
商品と色・サイズは印刷物ですので実際の仕様と若干異なる場合があります。※

お問い合わせ

9:00 ～ 18:00受付 高橋・川上担当

信
頼
性

クイック認証

企業認証

ＥＶ認証

ドメインの管理権限を元に発行される SSL 証明書です。
組織情報の確認や、認証局からのお電話を受けること無く SSL 証明書の発行が可能です。
発行された SSL 証明書の属性には、組織情報が記載されません。

組織情報の審査を経てから発行される SSL 証明書です。
組織情報の確認や、認証局からの電話を受けてから SSL 証明書が発行されるため、サイト運営者のな
りすまし防止を証明することができます。発行されたSSL証明書の属性には、組織情報が記載されます。

企業認証よりも厳格な審査を経てから発行されます。
ブラウザのアドレス欄がグリーンになり、金融機関などの信頼性が重視される企業でも多く採用されています。

https://www.abc-company.co.jp/保護された通信

新規作成 or リニューアルのお客様

クイック認証

初期設定費用

円183,600
更新費用

円64,800

企業認証

初期設定費用

円320,000
更新費用

円133,000

ＥＶ認証

初期設定費用

円125,000
更新費用

円19,250

クイック認証

初期設定費用

円208,600
更新費用

円64,800

企業認証

初期設定費用

円345,000
更新費用

円133,000

ＥＶ認証

初期設定費用

円300,000
更新費用

円84,050

クイック認証

初期設定費用

円350,000
更新費用

円112,800

企業認証

初期設定費用

円486,400
更新費用

円181,000

ＥＶ認証

御社名

御名前

種類 クイック認証　／　企業認証　／　ＥＶ認証 （SSL 証明書の種類に〇をつけてください。）

種類 新規、リニューアル　／　Movabletype6　／　Movabletype3or5 （SSL 証明書の種類に〇をつけてください。） ※お申込み内容をご確認の上、
　ご捺印またはサインをお願いします。


