
ご契約手続きは、電子契約サービスIMAoS（ｲﾏｵｽ）を通じて電子署名により契約書類の締結
手続を行います。
お手続きは、以下の流れで行いますのでご協力のほどよろしくお願い致します。

電子契約による契約手続きのご案内

※1 電子署名に関するメールは契約書類毎にお送りしますので、メールは2通送信されます。2通それぞれご対応をお願いいたします。

仲介会社様用

1．電子契約とは

※借主様には契約書類データに対して電子署名をしていただきます。
但し、一部書類は紙面にご署名・ご捺印が必要です

※電子書面済み契約書類PDFデータを、契約書類の原本としてデータ保管いただくことになります。

２．ご契約書類の署名手続き
電子契約の場合でも、一部書類は紙面にご署名・ご捺印をいただきます

３．契約手続きの流れ
仲介会社様にて下記のようにご対応をお願いいたします。

ご契約時に印鑑が不要（電子署名） 契約書の原本はPDFデータ

＜電子署名対応＞
・個人情報の取得及び取扱について
・賃貸借物件重要事項説明書
・賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書
・建物賃貸借契約書

＜紙面対応＞
・保証会社の契約書
・口座振替依頼書
・その他書類

契約書類データに電子署名 紙面にご署名・ご捺印

電子署名対応書類 紙面対応書類

弊社より郵送します

通常通り紙面へ借主様のご署名・
ご捺印を頂いてください

【電子署名】※1
IMAoSからメール2通受領し、
メール記載のURLより、借主
情報登録実施
①重要事項説明書等
②建物賃貸借契約書

弊社よりメールをお送りします（3通）

下記書類を弊社へご郵送ください
・紙面対応書類
・貸主交付用の37条書面
（建物賃貸借契約書）

・借主へ交付した賃貸借物件重要
事項説明書の写し

【電子署名】※1
IMAoSから借主へメールが2
通送信されます。仲介会社様
より重説を受けた後に、借主
様にてメール記載のURLより
電子署名を実施
①重要事項説明書等
②建物賃貸借契約書

ご不明な点につきましては弊社までご連絡下さい

【交付用契約書類】
メールにて下記契約書類データ
を受領し、下記部数を印刷後、
仲介印を押印の上、交付
①賃貸借物件重要事項説明書（1部）
②賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書
（1部）
③37条書面としての建物賃貸借契約書
（2部）

【交付用契約書類】
借主様へ、重要事項説明を実施
の上、下記書面を交付
①賃貸借物件重要事項説明書
②賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書
③建物賃貸借契約書

借主様へ重要事項説明を実施

【電子署名】
全ての電子署名完了後に
「署名完了メール」が配信。
署名済み契約書類PDFをダウ
ンロードして保管ください



仲介会社様に以下の2種類のEメールが届きます。

①契約書類データの送付（交付用）
Eメールに添付の契約書類データの印刷をお願いします。

②署名設定の依頼
2通（建物賃貸契約書と重要事項説明書等）の署名設定の依頼が届きますの
で、署名設定URLをクリックし、次頁の操作をお願いします。

契約書への電子署名の手順
◆パソコン（Eメール）での操作

操作ガイド

仲介会社様用

【電子契約】契約書類データをお送りします（○○マンション 101号室）

XXXX不動産仲介太郎さま

お世話になっております｡東急住宅リースの田中です。
下記物件の電子契約に関わる契約書類データをお送りいたします。

物件名／○○マンション 101号室
契約書類データ（PDF）
・建物賃貸借契約書
・賃貸借物件重要事項説明書
・賃貸紛争防止条例に基づく説明書
・契約金明細書
借主様の電子署名期限日／2018年■月■日

別途【署名設定の依頼】メールを2通お送りいたします｡

交付用の契約書類データ
の添付があります

【IMAoS(イマオス)】署名設定の依頼（契約書の名称）

XXXX不動産仲介太郎さま

東急住宅リース株式会社さまより文書への署名設定の依頼が届いております。

下記のURLより文書署名の設定を行ってください。

尚、署名設定に費用はかかりません｡（無料）

---------------------------------------
（メッセージが表示）
---------------------------------------

文書名：（契約書の名称が表示）
署名設定URL：
https://secure.imaos.jp/brokerAccess/contractRequest?token=bDGeAXGEjS1OntZKidwBNZR3skQWOASe
&redirectTo=true

URLを
クリック

2通届きます
・建物賃貸借契約書
・重要事項説明書等

次のページへ

仲介会社様用

借主様の電子署名期限日
を記載しています

メッセージをご
確認ください



契約書への電子署名の手順
◆パソコン（Eメール）での操作

操作ガイド

IMAoSのアカウントをお持ちでない方は「ログインせずに利用する」をク
リックして下さい。

入居者様の①氏名 ②メールアドレス ③携帯番号 ④生年月日を入力して、
「入力内容の確認へ」をクリックして下さい。

④入居者の生年月日
を西暦8桁で入力
（例）19850505

①借主様
の氏名

③借主様の携帯番号
※フィーチャーフォンは対応不可

「ログインせずに
利用する」を
クリック

クリック

次のページへ

仲介会社様用

②借主様の
メールアドレス

アクセスコードのヒント 仲介会社様の会社TELの下4桁

アクセスコードは
仲介会社様TELの下4桁
を入力 （例）1234



契約書への電子署名の手順
◆パソコン（Eメール）での操作

操作ガイド

入力内容を確認のうえ、「送信する」をクリックして下さい。数秒で借主様
へ電子署名の依頼がショートメール（SMS）およびEメールで届きます。

（参考）借主様のスマートフォンにショートメールが配信された画面

クリック

※メールは計4通が届きます

建物賃貸契約書
・署名依頼（1通）
・署名完了（1通）

重要事項説明書等
・署名依頼（1通）
・署名完了（1通）

操作方法などIMAoSに関してご不明な点は以下にお問合せ下さい。

IMAoSサポートセンター 電話：03-6206-6854
※営業時間10:00〜17:00（土日祝休）

仲介会社様用

1234@tokyu-hl.jp

内容確認



電子契約による契約手続きのご案内
借主様用

ご契約手続きは、電子契約サービスIMAoS（ｲﾏｵｽ）を通じて電子署名により契
約書類の締結手続を⾏います。お手続き⽅法は下記をご確認ください。

1．電子契約とは

※ご契約時には、契約書類データに対して電子署名をしていただきます。
但し、一部書類は紙面にご署名・ご捺印が必要です。

※署名捺印済みの契約書はPDFデータとなります。

２．ご契約書類の署名手続き
電子契約の場合でも、一部書類は紙面にご署名・ご捺印をいただきます

３．電子署名対応書面に対する電子署名手続き
入居申込書記載の借主様メールアドレスへ【電子署名①】【電子署名②】の2通の
メールをお送りします。メール記載のURLより下記お手続きをお願いします。※1 ※2

4

（電子署名時のご案内およびご注意点）
（※1）電子署名依頼メールは「noreply@imaos.jp」より送付します。受信設定をお願いします。
（※2）入居申込書に携帯電話番号の記載がある場合には念のためショートメールにもメールもお送りします。メールアドレスにメールが届かなかった場合

にはそちらからもお手続き可能です。尚、電子署名はスマートフォンもしくはPCよりお願いいたします。フィーチャーフォンでは電子署名ができません。
（※3）書面にて交付される契約書類（交付書類に借主様の捺印は不要）も契約の成⽴に関わる書類のため保管をお願いします。
（※4）アクセスコードは借主様の⽣年⽉⽇（⻄暦）数字8桁となります。
（※5）本人確認書類とは運転免許証（両面）等「顔写真付きの身分証明書」をアップロードしてください。顔写真付き身分証をお持ちではない方は健康保険

証等でもご対応可能ですが、健康保険証の場合には「被保険者等記号・番号」を紙などで覆い隠したファイルのアップロードをお願いします。（別紙参照）
（※6）電子署名のタイプは「印鑑タイプ」または「手書きタイプ」のいずれかよりご選択いただけます。電子署名手続きを完了いただけませんとご契約物件

のお部屋の鍵をお渡しできませんのでご注意ください。
（※7）電子署名対象書類については、署名完了後に「署名完了のお知らせ」メールを契約書類別に2通お送りします。そのメールより署名済みの契約書PDF

データをダウンロードいただけますので保管をお願いします。紙面対応書類のお客様お控え分については、別途、後⽇郵送でお送りいたします。

【電子署名①】
・個人情報の取得及び取扱について
・賃貸借物件重要事項説明書
・賃貸住宅紛争防⽌条例に基づく説明書

【電子署名②】
・建物賃貸借契約書

アクセスコード入⼒ ※4
本人確認書類をアップロード ※5
電子署名 ※6

アクセスコード入⼒ ※4
本人確認書類をアップロード ※5
電子署名 ※6

全ての電子署名完了後に届く「署名完了のお知
らせ」メール本文URLより、署名済み契約書類
PDFデータをダウンロードして保管 ※7

全ての電子署名完了後に届く「署名完了のお知
らせ」メールの本文URLより、署名済み契約書
類PDFデータをダウンロードして保管 ※7

賃貸借物件重要事項説明書の説明を受けていただいた後に、
「賃貸借物件重要事項説明書」「賃貸住宅紛争防⽌条例に基づく説明書」「建物賃貸借契約書」の
書面が交付されます（交付書類には、借主様の捺印は不要です）※3
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ご契約時に印鑑が不要 契約書の原本はPDFデータ

＜電子署名対応＞
・個人情報の取得及び取扱について
・賃貸借物件重要事項説明書
・賃貸住宅紛争防⽌条例に基づく説明書
・建物賃貸借契約書

＜紙面対応＞
・保証会社の契約書
・口座振替依頼書
・その他書類

契約書類データに電子署名 紙面にご署名・ご捺印



２．被保険者証を添付する場合

電子契約における本人確認書類アップロード時の注意点

借主様用

被保険者証をアップロードする際は、「被保険者証等記号・番号」等に
マスキングをお願いします。

電子契約署名時には、本人確認書類のアップロードが必要となります。
原則、運転免許証（両面）等「顔写真付きの身分証明書」の添付をお願いして
おりますが、顔写真付き身分証をお持ちではない⽅は健康保険証等でもご対応
可能です。
各添付書類の注意点につきましては、下記をご確認ください。

2020年10⽉1⽇の法改正により、被保険者証
（保険証）に記載されている「被保険者等記号・
番号」の管理が厳格化され、被保険者証を登録す
る際に「被保険者等記号・番号等」にマスキング
をしていただく必要があります。被保険者証を添
付する場合、「被保険者等記号・番号」を紙など
で覆い隠したファイルをアップロードしていただ
きますようお願いいたします。

１.運転免許証を添付する場合
裏面に記載がない場合でも、本人確認書類の両面を
添付して頂きますようお願いします。

３．マイナンバーカードを添付する場合
マイナンバーカードは裏面に個人番号が記載されておりますので、
裏面は添付されないようお願いします。

アップロードの際は、本人確認書類の全体が映るように撮影をお願いします。
添付書類に不備があった場合、再度、電子署名手続きのご対応をお願いする
場合がございます。

マスキング



電子署名対応書類への電子署名の手順
◆スマートフォン（SMS）での操作 ※フィーチャーフォンでは電子署名ができません

アクセスコード
は⽣年⽉⽇8桁を

入⼒

カメラで
身分証を撮影

◆パソコン（Eメール）での操作

契約書を確認

身分証の画像を添付

印鑑タイプを
選んで署名

契約書
を確認

動画はこちら

操作ガイド
借主様用


