ベリトランス お客様専用 【後払い】

ベリトランス お客様専用

SSLサーバ証明書 特価販売のご案内
ベリトランスでは、デジサート・ジャパン社、ジオトラスト社およびサイバートラスト社の
『SSLサーバ証明書購入用クーポン』を特別価格にて販売いたします。
※お申込書に掲載がない商品も特別価格でご用意しておりますので、ご希望の場合はお問い合わせください

クーポンを利用した申請手続

• 弊社へ申込書をご送付下さい。

お申込

申込書にご記入・ご捺印後、メール（sslcoupon@veritrans.jp）にてお送りください。
お申込書受領後、メールにて受領のご連絡をいたします。

• 15：00までの受付分は、翌営業日までにメールで納品いたします。
※在庫状況によっては翌々営業日になる場合もございます。

納 品

お支払いは納品後。面倒な事前入金の手続きは必要ありません。
クーポンと一緒にご請求書をメールにてお送り致します（納品月末締め翌月末払
い）

• 各メーカーのウェブサイトからご申請ください。
お支払方法を「クーポン」とご選択いただくだけで、他に特別な手続きはありません。

ご申請

■デジサート・ジャパン（旧：シマンテック・ウェブサイトセキュリティ）の申請手続き
申請サイトＵＲＬ：https://storefront.digicert.co.jp/jp/server/PartnerLogin.sf
■ジオトラストの申請手続き
申請サイトＵＲＬ：https://storefront.geotrust.co.jp/sf/welcome.do
■サイバートラストの申請手続き
申請サイトＵＲＬ：https://sstra.cybertrust.ne.jp/IRA/loginSb/

ベリトランス お客様専用 【後払い】

クーポンお申込書（有効期限：2019年12月31日まで）

Email (お申込み)
sslcoupon@veritrans.jp

ベリトランス株式会社 宛
次ページの「クーポン注文条件」および「個人情報のお取扱について」に同意し、クーポンを注文します。
※太枠内をご記入ください

（金額はいずれも税抜価格です）

デジサート・ジャパン
製品名

定価／枚 提供価格／枚

シマンテック
セキュア・サーバID
シマンテック
グローバル・サーバID
シマンテック
セキュア・サーバID EV
シマンテック
グローバル・サーバID EV

数量

コモンネーム

1年

¥81,000

¥73,000

枚

2年

¥153,000

¥144,000

枚

1年

¥138,000

¥118,000

枚

2年

¥264,000

¥234,000

枚

1年

¥162,000

¥140,940

枚

2年

¥315,000

¥274,050

枚

1年

¥219,000

¥186,150

枚

2年

¥426,000

¥362,100

枚

ジオトラスト
製品名

定価／枚 提供価格／枚

数量

コモンネーム

1年

¥31,300

¥25,040

枚

2年

¥54,800

¥43,840

枚

1年

¥55,000

¥49,500

枚

2年

¥96,000

¥86,400

枚

1年

¥115,900

¥92,720

枚

2年

¥202,800

¥162,240

枚

1年

¥138,400

¥124,560

枚

2年

¥242,200

¥217,980

枚

クイックSSLプレミアム

トゥルービジネスID

クイックSSL
ワイルドカード
トゥルービジネスID
ワイルドカード

サイバートラスト （用途によってクーポンが異なりますのでご注意ください）
製品名

1年

SureServer
2年

定価／枚

提供価格／枚

¥75,000

¥59,000

用途

数量

新規・更新

枚

乗換え

枚

¥138,000 ¥110,400 新規・更新

枚

お申込者情報 ※クーポンは、お申込み担当者様のメールアドレスに納品いたします
会

社

名

部

署

名

コモンネーム

お申込日

お申込者名

年

月

日

印

メールアドレス
住

所

〒

TEL

※クーポンの納品先が上記お申込者様と異なる場合は、以下にご記入ください。
会社名
部署名

ご担当者名

メールアドレス
お問い合わせ先 ベリトランス株式会社 ℡ 03-6367-1510

お問い合わせ先 ベリトランス株式会社 ℡ 03-6367-1510
ベリトランス お客様専用 【後払い】
クーポン注文条件
1. キャンセルについて
ご注文の後のクーポンの返品や注文のキャンセルは、一切できません。
2. クーポンの有効期間について
・各メーカーへのクーポンの行使期限は、クーポン記載の「有効期限」までとなります。
3. 遵守事項について
・発注者は、ベリトランス株式会社からシマンテック グローバル・サーバIDクーポン及びシマンテック セキュア・サーバIDクーポン
及びエクスプレスサービスクーポンを受領した後は、デジサート・ジャパン合同会社から提示される「SSL証明書利用規約」を遵守
して頂きます。
・発注者は、ベリトランス株式会社からSureServerクーポンを受領した後は、サイバートラスト株式会社から提示される
「SureServer証明書加入契約書」を遵守して頂きます。
・発注者は、ベリトランス株式会社から クイックSSLプレミアムクーポン及びトゥルービジネスIDクーポンを受領した後は、デジサー
ト・ジャパン合同会社から提示される「SSL証明書利用規約」を遵守して頂きます。
個人情報のお取扱について
【当社の遵守事項】
ベリトランス株式会社（以下「当社」といいます。）は、ご提出いただいた個人情報を以下のとおり取り扱います。
１．個人情報保護管理者
以下の個人情報保護管理者を設置し、個人情報保護管理者の責任のもと、個人情報を取得・利用（本人へのアクセスを含む）・提
供・共同利用・管理いたします。
個人情報保護管理者
取締役 執行役員CTO 赤尾 浩平
２．利用目的
当社は，以下の目的に限り，取得した個人情報を利用（本人へのアクセスを含む）します。下記以外の目的で取得した個人情報を
利用（本人へのアクセスを含む）する場合には，その都度同意を求めます。
個人情報の類型
利用目的

当社のサービスをご利用の方
の個人情報

決済情報処理サービス、収納代行サービス、集客支援事業、広告事業、電子証明書の発行
業務及びこれらに関連または付帯する一切の事業に関する以下の目的で、個人情報を利用
いたします。
1. サービスの提案、資料の提供、販売のため
2. セミナーの開催のため
3. お問い合わせに対する回答のため
4. アンケートのため
5. 契約の締結および履行のため
6. ソフトウェアの利用登録のため
7. カスタマーサポートのため
8.提携先のサービス等の案内のため
また、 クッキーを利用したウェブサイト上での行動履歴情報を個人情報と連携して利用いたし
ます。

国民生活センター越境消費者
センター（Cross-Border
Consumer Center Japan:ＣＣＪ、 1. 紛争解決のため
当社受託業務）のサービスをご 2. 紛争解決に必要な連絡及び調査のため
利用の方の個人情報
＜ご相談者及び相手方の個人
情報＞
※弊社受付や廊下、一部執務室等では、セキュリティ管理のため、監視カメラが作動していますので、あらかじめご了承ください。
３．第三者への提供
ご提出いただいた個人情報は、以下掲げる場合に限って第三者に提供させていただくことがあります。
個人情報の類型
第三者に提供する場合
当社グループのサービスをご利 1. ご本人の同意がある場合
2. 法令に基づく場合
用の方の個人情報
3. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得るこ
当社グループへ入社を希望さ とが困難である場合
4. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
れる方の個人情報
本人の同意を得ることが困難である場合
上記以外で、当社グループへお 5. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
問い合わせされた方の個人情 ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の
遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
報
※当社グループとは、http://www.veritrans.co.jp/company/profile.htmlにて示す当社および当社の関連会社をいいます。
４．共同利用
ご提出いただいた個人情報は、以下掲げる場合に限って共同利用させていただくことがあります。
個人情報の項目
共同利用者
利用目的
個人情報の管理に責任を有する者
当社グループの商品お問い http://www.veritrans.co.jp/comp
合わせ・資料請求希望の方
any/profile.html
の個人情報
上記にて示す当社の関連会社

営業活動

ベリトランス株式会社

パートナーへのお問い合わ
せを希望される方の個人情
報

各パートナー会社

営業活動

ベリトランス株式会社

当社が行う未公開企業等に
対する投資業務へのお問い
合わせを希望される方の個
人情報

SBIインベストメント株式会社

営業活動および事務処
理

ベリトランス株式会社

５．個人情報の取扱いの委託
当社が定める水準を満たしている委託先に個人情報の取扱いを委託することがあります。委託先とは機密保持契約を交わ
し、委託する個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対する必要、かつ、適切な監督を行います。
６．開示等の手続き
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止（以下「開示
等」という）を求められた場合には、適切、かつ迅速に対応致します。 開示等の請求は、郵送又は電子メールにて下記までお
申し付けください。
■ 郵送による場合
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 代官山ＤＧビル(デジタルゲートビル)5階
ベリトランス株式会社 「個人情報問い合わせ係」
■ 電子メールによる場合
privacy@veritrans.jp
７．個人情報を与えることの任意性及び当該情報を与えなかった場合に本人に生じる結果
当社では業務遂行上必要最低限の個人情報の提供を依頼しているため、必要とされる個人情報をご提供いただけない場合、
ご要望にお応えすることができない場合がございます。
８．苦情及び相談窓口
当社は、ご提出いただいた個人情報に関する苦情、相談、及びその他のお問い合わせに、適切、かつ迅速に対応致します。
ご提出いただいた個人情報に関する苦情、相談、及びその他のお問い合わせは、郵送又は電子メールにて下記までお申し付
けください。
■ 郵送による場合
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-5-7 代官山ＤＧビル(デジタルゲートビル)5階
ベリトランス株式会社 「個人情報問い合わせ係」
■ 電子メールによる場合
privacy@veritrans.jp
９．苦情及び相談窓口
名称： 一般財団法人日本情報経済社会推進協会苦情の解決の申し出先：個人情報保護苦情相談室
住所 〒 106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル12F
電話番号 03-5860-7565 / 0120-700-779（フリーダイヤル）
【その他の留意点】
■クッキー（Cookies）について
クッキーとは、ウェブサイトを利用したときに、ブラウザとサーバーとの間で送受信した利用履歴や入力内容などを、お客様のコンピュータに
ファイルとして保存しておく仕組みで、現在多数のウェブサイトで一般的に使用されています。
クッキーは個々のユーザーに割り当てられるもので、プライバシー保護のため、クッキーを発行したドメインにあるウェブサーバにしか読み取
れないようになっています。
当社は、クッキーを利用してお客様の行動履歴情報を取得しております。なお、この行動履歴情報は、当社のサービスをご利用・ご希望の方
の個人情報と連携して利用しております。
・ベリトランスは以下の目的のため、クッキーを利用しています。
1. サービスの利便性向上のため
2. お客様の嗜好に合わせて適切なコンテンツや広告を配信するため
3. お客様の嗜好に合わせて適切なサービスをご提案するため
4. お客様のセキュリティ保持のため
5. サイトの利用者数やトラフィック等、統計データ取得のため
なお、ベリトランスは、自社の広告配信を委託する第三者への委託に基づき、他社サイトを経由して、ベリトランスのクッキーを保存し、参照
する場合があります。
・クッキーの設定について
お客様は、クッキーの送受信に関する設定を「すべてのクッキーを許可する」、「すべてのクッキーを拒否する」、「クッキーを受信したらユー
ザーに通知する」などから選択できます。
また、クッキーを利用したウェブサイト上での行動履歴情報と個人情報の連携をご希望されない場合は、お手数ですが、ブラウザ設定のクッ
キー一覧より「bride-ashiato.appspot.com」を削除くださいますようお願いいたします。
設定方法は、ブラウザにより異なりますので、お使いのブラウザの「ヘルプ」メニューでご確認ください。
また、クッキーを削除したりブロックした場合、有益な情報のご提供や、最適なご提案ができかねる場合もございますので、ご了承ください。
■ダイレクトメールの取扱いについて
当社が提供するサービスにおいて、お客様に対しお客様本人の同意の下、ダイレクトメールを送る場合があります。このダイレクトメールは
当社が現在、あるいは将来において提供するさまざまな商品やサービスに関連する情報ならびに広告主からの情報を電子メールでお知ら
せするものです。
これらのダイレクトメールを送信するのは、当社もしくはお客様が同意をいただき、かつ、当社と機密保持契約を取り交わした協力企業に限
られ、当該ダイレクトメールを送信する場合は、提供元を明記いたします。
■その他個人情報の取扱いについての留意点
インターネット上で個人情報を誰もがアクセスできる形で公開した場合、その情報は、他のインターネット利用者によって収集されまたは利用
される可能性があることにご留意ください。お客様ご自身の個人情報の取扱いには十分にご注意くださいますようお願いします。
当社が運営する個別のサービス毎に特に定める場合を除き、当社上の検索結果や掲載広告などのコンテンツからリンクされている第三者
のサイトおよびサービスは、当社とは独立した個人情報の保護に関する規定やデータの収集の規定を定めております。当社は、これらの独
立した規約や活動に対していかなる義務や責任も負いかねます。個人情報の提供にあたっては、各サイトの定める規約等を事前にご確認く
ださい。

