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平素は、弊社オフィスあんしんレンタルサーバーをご利用いただき、誠にありがとうございます。本書

は、オフィスあんしんレンタルサーバーのWeb環境において、お客様の独自SSL証明書を設定いただく

際の手順を記載しております。

独自SSL証明書をご利用の際は、お手数ではございますが本書の作業実施にご協力をお願いいたします。

なお、各証明書会社の方針により、手順書の画面と実際の画面内容が異なる場合もございますのでご理

解のほどよろしくお願いいたします。

はじめに



お客様環境へ独自SSL証明書を適用するまでの流れを以下に記載します。
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独自SSL証明書設定までのフロー

お客様

作業者 期間

弊社営業

弊社サービス
手配会社

独自SSL設
定サービス
の注文書作

成

注文書へ
ご捺印

CSR
発行

⇒P8へ

認証局
選定

⇒P5へ

証明書
発行

認証局
(証明書

発行会社)

証明書発行
契約

⇒P11へ

サービス手
配依頼

サービス手
配受付開始

証明書送付
フォームで

の送付
⇒P1８へ

証明書
登録

独自SSL環
境の利用開

始
⇒P2２へ

証明書不備
の情報の取

次ぎ

独自SSL利
用の意思表

示

手配完了連
絡証明書の

登録時に
不備発生

証
明
書
発
行
手
配

証
明
書
設
定
手
配

ご注文から2週間以内に証明書を送付
してください



お申し込みまでの手順
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SSLサーバー証明書の発行元はお客様にてご選定いただきます。価格やサービス内容などお客様のご要

望に合う認証局を選定してください。

１．認証局の選定
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お客様独自のSSLサーバー証明書をご利用いただく場合、オフィスあんしんレンタルサーバーの以

下のオプションサービスをご契約いただく必要がございます。

そのため、弊社営業までご利用の意思をお伝え願います。弊社営業より、注文書類をお持ちいた

しますので、ご契約手続きをお願いいたします。

SSLサーバー証明書登録時に必要なサービス

２．独自SSL利用の意思表示およびサービスのご契約

ご利用中のサービス お申し込みいただくサービス名 価格

メール・Webスタンダードサービス メール・Webスタンダードサービス 専用SSLサーバー証明書設定 15,000円/件

メールプレミアムサービス Webオプション
メールプレミアムサービス Webオプション 専用SSLサーバー証明書
設定

15,000円/件

※オプションサービス費用は、SSL証明書の設定および更新の都度発生します。
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SSLサーバー証明書発行の際には、証明書登録先のサーバーにて作成されたCSRが必要となります。以下

の手順でCSRを作成してください。

３. CSR（証明書署名要求）の発行
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SSLサーバー証明書発行の際には、証明書登録先のサーバーにて作成されたCSRが必要となります。以下

の手順でCSRを作成してください。

３-1. CSR（証明書署名要求）の発行 手順①

CSR発行手順

①サイトマネージャーへアクセス
インターネットブラウザーを立ち上げ、管理画面へアクセスしてください。
URL例）http://サーバーIPアドレス:8080/ または http://ドメイン名:8080/
※認証要求がありますので、管理者アカウントにてログインしてください。

画面内の「サイトマネージャー」をクリックし、認証画面に管理者のID/パスワードを入力してください。
→サイトマネージャーにログインできます。

認証画面
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３-２．CSR（証明書署名要求）の発行 手順②

②CSR・秘密鍵の発行画面で情報インプット
サイトマネージャー画面左のメニューから、「独自SSL＞CSR・秘密鍵の作成」を
クリックしてください。画面中央に表示される各項目を入力して、「作成」ボタンを
押して下さい。

Ⅰ. メニューをクリック Ⅱ. 必要情報を記入

Ⅲ. 作成ボタンをクリック



10

３-３．CSR（証明書署名要求）の発行 手順③

③CSRダウンロード
ダウンロードボタンが表示されますので、お客様のPC内にダウンロードしてください。
CSRは後続の作業で必要となりますので、証明書設定が完了するまでファイルを
削除されないようご注意ください。

ダウンロードボタンから
CSRファイルをダウン
ロードしてください。
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４．証明書発行契約

ご選定いただいた認証局にて、証明書発行契約をしてください。証明書発行手順は、各認証局の
ホームページやお問い合わせ窓口にてご確認ください。

主な認証局
・日本レジストリサービス社(JPRS)
・グローバルサイン社
・デジサート社
・サイバートラスト社 など
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発行した証明書をサーバーへ登録いたします。登録に必要な以下の情報を収集いただき、サイトマネー

ジャーよりお申し込みください。

【必要な情報】

・オフィスあんしんレンタルサーバーのお客様番号

・SSL用 KeyPair 受付番号

・SSLサーバID (証明書)

・中間CA証明書

各情報の取得方法は次ページ以降をご参照ください。

５．証明書登録依頼
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以下の手順でお客様番号をご確認ください。

オフィスあんしんレンタルサーバーの管理画面にアクセスしてください。

5-1．必要な情報の取得
5-1-1.オフィスあんしんレンタルサーバーのお客様番号確認手順①

インターネットブラウザから管理ページへアクセスしてください。
URL例）http://サーバーIPアドレス:8080/

または http://ドメイン名:8080/

画面内の「サイトマネージャー」をクリックし、認証画面に管理者のID/パスワードを入力してください。
→サイトマネージャーにログインできます。

認証画面
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サイトマネージャーのインフォメーションより、お客様番号を確認してください。

5-1．必要な情報の取得
5-1-1 ．オフィスあんしんレンタルサーバーのお客様番号確認手順②

こちらのお客様番号をテキストファイル等に控えておいてください。

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX



以下の手順で受付番号をご確認ください。

手順①証明書作成依頼時に作成いただいた、CSRファイルをテキストエディタで開いてください。
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5-1．必要な情報の取得
5-1-2 ． SSL用 KeyPair 受付番号確認手順

パソコン内のCSRファイルをテキストエディタで開きます。

手順②CSR（テキスト）内の「受付番号」を確認してください。

図はサンプルです。

受付番号を確認してください。



以下の手順で証明書情報をご確認ください。

SSLサーバーID（証明書）のファイルをテキストエディタにドラッグ＆ドロップして開き、図の該当箇所

を控えてください。

16

5-1．必要な情報の取得
5-1-3． SSLサーバID (証明書)確認手順

-----BEGIN CERTIFICATE-----から、--
---END CERTIFICATE-----を含んだ内容
を控えてください。

図はサンプルです。

注意点：Windowsの標準搭載のテキスト
エディタ「メモ帳(notepad)」で証明書
を開いた場合、改行が適切に処理されな
い可能性があります。(Windows10では
問題ありません)
ワードパッド(wordpad)」などのテキス
トエディタをご利用ください。
改行が適切に処理されなかった場合、差
し戻し(証明書の再取得)が発生する可能
性があります。
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5-1．必要な情報の取得
5-1-4． 中間CA証明書確認手順①

-----BEGIN CERTIFICATE-----から、-
----END CERTIFICATE-----を含んだ内
容を控えてください。

図はサンプルです。 注意点：Windowsの標準搭載のテキスト
エディタ「メモ帳(notepad)」で証明書を
開いた場合、改行が適切に処理されない可
能性があります。(Windows10では問題あ
りません)
ワードパッド(wordpad)」などのテキスト
エディタをご利用ください。
改行が適切に処理されなかった場合、差し
戻し(証明書の再取得)が発生する可能性が
あります。

認証局によっては、中間CA証明書が必要な場合がございます。

各認証局のホームページにてご確認ください。

必要な中間CA証明書を各認証局よりダウンロードし、パソコン内に保存してください。

保存した中間CA証明書のファイルをテキストエディタにドラッグ＆ドロップして開き、図の該当

箇所を控えてください。
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以下の手順で証明書設定のご依頼をお願いいたします。

オフィスあんしんレンタルサーバーの管理画面にアクセスしてください。

5-2．証明書設定依頼の送付
5-2-1．証明書設定の依頼手順①

インターネットブラウザーから管理ページへアクセスしてください。
URL例）http://サーバーIPアドレス:8080/ 

または http://ドメイン名:8080/

画面内の「サイトマネージャー」をクリックし、認証画面に管理者のID/パスワードを入力してください。
→サイトマネージャーにログインできます。

認証画面
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サイトマネージャーの左メニューから「SSL設定依頼（証明書提出）」を開いてください。

5-2．証明書設定依頼の送付
5-2-1．証明書設定の依頼手順②

インターネットブラウザから管理ページへアクセスしてください。
（URL例：http://サーバーIPアドレス:8080）

画面内の「サイトマネージャー」をクリックし、認証画面に管理者のID/パスワードを入力してください。
→管理画面にログインできます。

認証画面メニュー内の「独自SSL」をクリックするとリンクが２つ表示されます。

「SSL設定依頼（証明書提出）」をクリックしてください。
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証明書送付フォームに収集した情報を入力していただき、｢確認する」ボタンを押してください。

5-2．証明書設定依頼の送付
5-2-1．証明書設定の依頼手順③

「 14頁の5-1-1. オフィスあんしんレンタルサーバーのお客様番号確認
手順」で確認したお客様番号を入力してください。

「 15頁の5-1-2. SSL用 KeyPair 受付番号確認手順」で確認した
KeyPair受付番号を入力してください。

「 16頁の5-1-3. SSLサーバID (証明書)確認手順」で確認した
証明書の情報を入力してください。

「 1７頁の5-1-4. 中間CA証明書確認手順」で確認した
中間CA証明書の情報を入力してください。

入力が完了しましたら、「確認する」ボタンを押してください。
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入力内容のご確認後、「送信する」ボタンを押してください。

5-2．証明書設定依頼の送付
5-2-1．証明書設定の依頼手順④

入力内容のご確認後、「送信する」ボタンを
押してください。
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証明書登録が完了しましたら、手配完了メールを弊社よりお客様へ配信いたします。

メールが届きましたら、お客様のWebサイトが<https://～>で公開が可能な状態になります。

送信メール例)

件名 契約変更のお知らせ （お客様会社名）

証明書登録完了のお知らせ

お申込みいただきました「オフィスあんしんレンタルサーバーサービス」の
ご契約変更手続きが完了しましたのでお知らせいたします。

以前のご契約：
オフィスあんしんレンタルサーバー 基本サービス（Bタイプドメイン・DNS）： 1
オフィスあんしんレンタルサーバー メール・Webスタンダードサービス： 1

新しいご契約：
オフィスあんしんレンタルサーバー 基本サービス（Bタイプドメイン・DNS）： 1
メール・Webスタンダードサービス 専用SSLサーバー証明書設定： 1
オフィスあんしんレンタルサーバー メール・Webスタンダードサービス： 1

ドメイン名：*******.co.jp

○オフィスあんしんレンタルサーバーサービスのご利用に関する、操作方法や不具合についての
ご質問は、富士フイルムビジネスイノベーションコンタクトセンターへお問い合わせください。
お問い合わせの際には、お客様番号が必要となります。
メールでのお問い合わせの場合には、本文にお客様番号を記載してください。

お客様番号： 12345678
受付電話番号： 0120-126-114
電話受付時間： (平日) 9:00-17:30
受付メールアドレス： idchosting-support@ml-fb.fujifilm.com
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以上で、証明書登録は完了です。

ご協力、ありがとうございました。




