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CEO
MITSURU AOYAMA

青山 満

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社は1993年の創業か

ら、インターネット産業の中でインターネットインフラを支える企業として

大きな信頼と運用実績を築き続け、今ではGMOインターネットグループの

インターネットインフラサービスは国内シェアNo.1を誇るまでに成長を

遂げてきました。

そして2017年、我々GMOグローバルサイン・HD各社はさらなる成長を

すべく、One GlobalSignとしてグループ一丸となり改めて、私たちのミッ

ション「コトをITで変えていく。」を掲げました。すべての人々に当社のサ

ービスをお届けし、新たな体験価値との出会いにより身の回りで起こるコ

トを変化させ、新しいアタリマエを創造し続けます。

GMOグローバルサイン・HDの事業の柱として長年培ってきたインターネ

ットインフラの開発・運用と、インターネットを利用する上で確かな身元

識別を実現するさまざまな電子認証サービスの提供。それらの技術力を基

盤に、ビジネスにおける課題を解決するソリューションサービスの提供や、

AI・IoTの最先端テクノロジーを活用したサービスの提供など、社会の変化

に伴い事業も進化し続け、便利で豊かな笑顔ある社会を広げていくことを

使命に、日々奮闘しています。
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日本で電子認証サービスがまだ普及していなかっ

た時期から、電子認証事業を開始。導入のために

高いコストと多くの手間がかかっていた電子認証

サービスを「安く手軽に」提供することで、多くの

お客さまに安心と安全を提供してまいりました。

国内中小企業・大手企業に留まらず、大手国際企

業・海外の政府機関など、多くのお客様に利用さ

れています。

印鑑事業の電子印鑑GMOサインは、2021年に

国内導入企業数No.1を獲得した、契約や承認な

どに関する仕事を効率化できる電子契約サービス

です。

ID管理ではユーザのID管理、アクセスコントロー

ル、シングルサインオンを実現するクラウド型ID

サービスを提供しています。

電子認証・印鑑事業
SECURITY
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※2019年11月現在

https://trustlogin.com/

https://jp.globalsign.com/

https://www.gmosign.com

電子印鑑GMOサイン
紙に印鑑で押印して取り交わされていた契約書に代わり、電子データに電子証明書で電子署名することで、書面によ
る契約と同様の証拠力を認められるのが電子契約です。締結から管理まで、クラウドでかんたんに行えます。

シングルサインオンサービス　GMOトラスト・ログイン
GMOトラスト・ログインは、業務で使うさまざまなクラウドアプリや社内システムのIDとパスワードを一括で管理し、
シングルサインオン、アクセスコントロールを実現します。ログイン情報の個人管理に起因する企業情報漏洩、使用ア
プリの一元管理、不正アクセスの防止などに貢献します。

電子証明書認証局　GlobalSign
GMOグローバルサインは、SSLサーバ証明書ベンダーとして20年以上の経験を持つ信頼の第三者認証局です。認証
局とは、ネットワーク上に存在する人間の身元や組織を保証する電子証明書を発行する機関であり、インターネット上
での取引をする上で非常に重要な役割を担っています。
確かな身元識別と暗号化を実現するさまざまな電子認証・電子証明書サービスをご提供します。

Webサイトセキュリティ　SSLサーバ証明書
国内シェアNo.1※。SSLサーバ証明書を最短2分で発行し、安全なWebサイト運営を実現します。

クライアントセキュリティ　マネージドPKI L ite
すべてのデバイスにクライアント証明書を発行し一括管理するSaaS型CAソリューション。組織の情報資産管理
をセキュアにします。

メールセキュリティ　電子署名（S/MIME）用証明書
ドキュメントセキュリティ　文書署名用証明書
ソフトウェアセキュリティ　コードサイニング証明書
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※2019年11月現在

https://saas.gmocloud.com/service/backup/
Webサイトバックアップ　torocca!

https://saas.gmocloud.com/service/websecurity/
脆弱性診断&マルウェア駆除　SiteLock

Webセキュリティやバックアップなど、専門知識が必要であったり手間のかかる作業を、クラ
ウドサービス（SaaS）で解決に導きます。

SaaS

プライベートクラウド

VLAN標準搭載。
プライベート並みの高セキュアな
パブリッククラウド

転送料金0円。
リソースを自由に設定できる
パブリッククラウド

スモールスタートから専用セグメント構成、ハイブリッドまで柔軟なシステムを構築
可能なパブリッククラウドです。
用途に合わせて選べる2つのシリーズをご提供しています。

https://altus.gmocloud.com/

パブリッククラウド

クラウドにやさしさを、もっと。
25年以上にわたりサービス運用を続け、11万件※を超えるお客さまにご利用いただいております。
レンタルサーバーからクラウドまで、幅広いラインナップをご提供。お客さま一人ひとりの課題に丁寧に寄り添い、スペック表だけでは比較できない、人に寄り添っ
たサービスでみなさまのビジネスの支えになりたいと願っています。

クラウドインフラ事業
CLOUD INFRASTRUCTURE

幅広いニーズに対応する柔軟なプライベートクラウドです。
VMware採用。SLA99.999保証の高い可用性と安定性に優れたサービスをご提
供しています。また、経験豊かな担当エンジニアが、お客さまのご要望をヒアリン
グし、構築・運用までしっかりサポートいたします。

https://private‒c.gmocloud.com/
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幅広いラインナップと、お客さまに寄り添ったホスティングサービス
私たちは日本のインターネット黎明期から、ホスティング事業を通じてインターネットの発
展に貢献してきました。その販売・運用実績はSOHO・中小企業だけでなく大手企業まで、
非常に多くのお客さまにご利用いただいております。
共用サーバーをはじめ、VPS・専用サーバー・ハウジングサービス・マネージドサービス
と、幅広いラインナップを取りそろえております。

ホスティング

https://managed.gmocloud.com/

AWS運用を成功に導く、安定した技術力と、ここにしかない提案力
CloudCREW（クラウドクルー）は、多様化するクラウド環境に柔軟にご対応。
AWSのスムーズな導入支援から設計・構築、監視・運用に至るすべてのフェーズ
で、お客さまの要件に沿ったきめ細かいサポートをいたします。

https://support.gmocloud.com/managed/

クラウド・ホスティングサービスを運用サポート
マネージドサービスでは、お客さまに代わり、サーバーの運用・管理・構築などの
作業を専門のエンジニアが責任を持って請け負います。お客さまが手間をかけて
サーバーの運用を行う必要がなくなり、また専門知識の学習コストも削減できる
大変便利なサービスです。

マネージドサービス

マネージド
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ゲーム開発用ネットワークエンジン　Photon
マルチプレイヤー機能を簡単に実現するネットワークエンジンです。迅速で
信頼性が高く、拡張可能。Unityをはじめとする複数のゲーム開発環境に
対応しています。

WebGL/HTML5ゲームエンジン　PlayCanvas
デスクトップとモバイルブラウザ向けに作られたWebGL/HTML5ゲーム
エンジンです。豊富な機能を揃えた3Dエンジンとクラウドホスティングさ
れた開発環境およびツールセットを備えています。

アプリケーションセキュリティ　AppSealing
モバイルゲームを簡単に保護する最新セキュリティサービスです。ワンクリ
ックでAPKをシーリングし、ハッカーの侵入自体を阻止します。

https://playcanvas.jp/

https://www.photonengine.com/ja‒JP/Photon

業務効率化・コスト最適化・エンジニア不足・顧客

満足度向上など、企業が抱えるさまざまな課題

は、複雑かつ高度なものが数多く存在します。

私たちは今までに培ってきたクラウド・ホスティング

の運用技術やノウハウ、高水準を誇るセキュリテ

ィ技術を活かし、これらの課題と真摯に向き合

い、本当の価値あるITソリューションをご提供する

ことで、解決へと導きます。

お客さまのビジネスが成長することにより、新し

い社会を創造していく̶̶。

それが、私たちの原点であり、目指す未来です。

DX事業
DIGITAL TRANSFORMATION

https://www.appsealing.com/jp/
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https://gmo‒app.jp/

O2Oソリューション　GMOおみせアプリ
O2Oマーケティング用店舗アプリの制作サービスです。多彩な機能でお店への集客効果やロイヤルカスタマーの育成
を実現します。

https://www.hakaru.ai/

AIでメーター点検　hakaru.ai
「hakaru.ai（ハカルエーアイ）」は、スマホアプリでメーターを撮影するだけで、AIで画像認識・数値を読み取り、自
動で台帳記録を完了する、メーター点検・点検管理のためのサービスソリューションです。製造業や、ビルメンテナン
ス・ビル管理の現場で日常的に行われている目視＆手書きによるメーター点検業務を、スマートメーターへの付け替え
などの初期投資不要で効率化、現場のIoT化を実現します。
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1993-
Since 

【英国】
GMO GlobalSign Ltd.

【ベルギー】
GlobalSign NV

GMOグローバルサイン株式会社
東京都渋谷区道玄坂1-2-3   渋谷フクラス13階
03-6370-6500
https://jp.globalsign.com/
情報セキュリティ及び電子認証業務事業

株式会社トリトン
神奈川県鎌倉市小袋谷2‒1‒3   ヒルズ鎌倉1F
0467‒55‒5822
https://www.toritonssl.com/
情報セキュリティ及び電子認証業務事業

GMOデジタルラボ株式会社
札幌市中央区北2条西3丁目1   敷島ビル5階
011‒219‒0037
https://digitallab.jp/
アプリ事業・デジタルマーケティング事業・デジタルデバイス事業

海外
GMO GlobalSign Ltd.（英国）
GMO GlobalSign, Inc.（米国）
GlobalSign NV（ベルギー）
環璽信息科技（上海）有限公司（中国）
GMO GlobalSign Pte. Ltd.（シンガポール）
GMO Globalsign Inc.（フィリピン）
GMO GlobalSign Pvt. Ltd.（インド）
GMO GlobalSign Russia LLC（ロシア）
GMO GlobalSign FZ‒LLC（ドバイ）

グループ会社
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会

社1993年12月

9億1,690万円

社員996名（連結）2021年12月31日現在

青山 満

クラウド・ホスティングサービス及びセキュリティサー
ビスを中核とした各種インターネットソリューション
の開発・運用

東京本社
東京都渋谷区桜丘町26番1号
セルリアンタワー 10階
03-6415-6100（代）

大阪支社
大阪府大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪タワー B23階
06-6136-7970（代）

下関支社
山口県下関市細江町1-2-10
エストラスト第2ビル3階
083-228-1193（代）

社 名

創 立

資 本 金

従業員数

代 表 者

事業内容

所 在 地

GMOGSHD_JPGMOGSHD.JP

https://gmogshd.com/

会社概要
COMPANY GROUP

D230315E0

1993

創立

GMOグローバルサイン・HDは2001年から「日本を代表する総合インターネットグループ」GMOインターネットグループ（東証プライム上場9449）のメンバーです。
特にインターネットインフラ事業において、グループ内で高いシナジー効果を生み出しています。

GMOインターネットグループのメンバーです
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【下関】
GMOグローバルサイン・HD下関支社

【下関】
GMOグローバルサイン・HD下関支社

【大阪】
GMOグローバルサイン・HD大阪支社
【大阪】
GMOグローバルサイン・HD大阪支社

【東京】
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社（当社）
GMOグローバルサイン株式会社
株式会社トリトン

【東京】
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社（当社）
GMOグローバルサイン株式会社
株式会社トリトン

【札幌】
GMOデジタルラボ株式会社

【札幌】
GMOデジタルラボ株式会社

【ロシア】
GMO GlobalSign Russia LLC

【ドバイ】
GMO GlobalSign FZ-LLC

【インド】
GMO GlobalSign Pvt. Ltd.

【シンガポール】
GMO GlobalSign Pte. Ltd.

【フィリピン】
GMO GlobalSign Inc.

【中国】
環璽信息科技（上海）有限公司

【米国】
GMO GlobalSign, Inc.

1996

ホスティング
事業開始

2001

GMOインターネット
グループへ参加

2003

セキュリティ
事業参入

2005

東京証券取引所
マザーズ上場

2009

GMOクラウド株式会社
に商号変更

ソリューション
事業参入

2011

クラウド事業
本格参入

東京証券取引所市場第一部へ
上場市場変更

2014

IoT 事業の
本格展開へ

2019

GMO グローバルサイン・ホールディングスへ
商号変更

プライム市場へ移行

20222020
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 コ ト を I T で 変 え て い く 。

STOCK CODE

3788
ISO27001は東京本社
および東京データセンターにて取得
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