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i証明は、
メールやSMSの送信を、
AOSが第三者機関として証明するサービスです。請求書や
契約書などの重要な文書を送信したことを、法廷に証拠として提出可能な送信証明書にて
証明します。紙文書を書留郵便、
配達記録などで郵送する代替となることに加え、
送信された
内容をも証明することが可能です。

ペーパーレス

eco

5年間
保存

インターネット送信の信用性を高め、業務効率を改善
信頼のパートナー

証拠能力

AOSは、デジタル証拠復元、
フォレンジック事業を柱とするリーガルテクノロジー
と、先進的なモバイル事業でSMSサービスを提供する電気通信事業者としての
高セキュリティ基盤を保有し、お客様のデータを安全にお預かりします。

メールやSMSを送信した事実を、証拠として法廷に提出可能な証明書
として発行します。

環境にやさしいエコソリューション

i証明は紙文書よりも低コストです。作業時間も短縮できるため、社内の
事務処理コストを大幅に削減できます。

紙文書で取り扱っていた請求書、契約書、証明書、領収証を、すべて電子データで
証明書付きで保管できるため、紙の使用量を削減でき環境問題に貢献します。

コスト削減

送信メールの証明書発行サービス

そのメール、
届いたことを証明します
請求書、契約書など大切なメール送信を
証拠として法廷に提出可能な証明書を発行します

たり
あ
1通 から
円

100

電子的にやりとりされた内容を
明らかにします

5年間

証明書 SAMPLE

メールの送信日時
差出人と受取人

i証明のすべてのラインナップではPDF形式の
電子署名付き証明書が発行されます。メールや
SMSの送信日時、差出人、受取人、
メッセージ
本文、
添付ファイルの内容*が証明書に記載され
ます。証明書は5年間安全に保管されます。

保存

La operadora

de telecomunicaci

ones “LLEIDANETW
ORKS Serveis
Telemàtics, S.A.”
a las 18 horas
CERTIFICA que,
18 minutos del
día 19 de Febrero
Talk2Me <factur
de 2013 (18:18
as@talk2me.c
GMT +1) y desde
om>’ se ha recibido
Mail Service <servic
la dirección ‘Contab
en la direcció
e@mailcert.lle
n ‘Newman <admin
ilidad
ida.net>’ corresp
“Talk2Me” (CIF/NI
@newm
ondiente al usuario
E B-43726550-T
), un correo electró
dado de alta
con nombre/razón
nico con el siguien
social
te contenido:
“[ E-MAIL CERTIF
ICADO Factura
01-13]
Dear Sir or Madam
,
>

メッセージ本文

>
> Talk2Me

Invoice 01/201
3
Creative work
$400
Copywriting
$150
Art work $150

添付ファイル

TOTAL ................

........................

............ $700

the express consen
t of the sender
g, revealing or
, by a secure
controlling.
846') in the records
of LleidaNetworks
Serveis

This e-mail has
been assigne
d a unique ID
Telemàtics, S.A.
('M-S27
Lleida, 19th of

February 2013

Valid signature
Electronic signatu
re of the Registe
Date: 2013.02
.19 19:19:2
Razón: Lleida.n
9 CEST red e-mail service
Lugar: Lleida et e-mail stamp

i 証明メールの無料トライアル

＊添付ファイル（複数可）は、証明書ファイル内に埋め込まれます。
証明書を Adobe Reader で開き、添付ファイルの内容を開くことができます。

今お使いのメーラーで Cc:欄に demo@id.aos.com を 入力して
メールを送信するとi証明メールが届きます。

サービスラインナップ
i証明SMS

SMS契約書

SMSメッセージを管理画面から送信できます。

契約を交わす相手の携帯電話番号に、
契約内容が書かれたメッセージを

差出人の電話番号、受取人の携帯電話番号、
メッセージ本文、送信日時

SMSで送ります。受信者はSMSにそのまま返信するだけです。返信を確

の証明書を発行します。

認後、契約締結の証明書を発行します。

i証明メール

メール契約書

普段お使いのOutlookなどのメーラーで、Cc:欄に

3者が登場します。i証明プロバイダであるAOS、i証明ご利用者、受取人

demo@id.aos.com を入力してください。差出人メールアドレス、受取

です。AOSはi証明ご利用者専用のメールアドレスをあらかじめ発行しま

人メールアドレス、
メール本文、添付ファイル、相手方SMTPサーバーへ

す。i証明ご利用者はこの専用アドレス宛に、
メールの件名
（Subject）
欄に

の到達日時を証明します。送信証明書がシステムに保存され、
通知メール

契約コードと受取人を入力したメールを送ります。AOSがそのメールを

として受け取ることもできます。

受信後、
証明のための処理を行ない、
受取人のメールアドレス宛にメール
を送信します。
受取人がメール受信後に返信すると、AOSはi証明ご利用者が契約書を

請求書発行証明

受取人に送り、
受取人がそれに返答した旨を記載した証明書を発行します。

普段お使いのOutlookなどのメーラーで、Cc:欄に
mail@id.aos.comを入力してください。差出人メールアドレス、受取人
メールアドレス、
メール本文、添付ファイル、送信日時を証明します。

わずか9分で
安全に契約締結できる
電子契約タブレットアプリ

受信証明

i契約は電子契約タブレットアプリです。いつでも、
どこでも、契約内容の

メールを第三者から受信したことを証明する受信メールボックスです。

わかりやすい説明ができ、契約のクロージングまで簡単に行なえます。場
所を選ばず、
すぐにその場で、写真や動画を使ったビジュアルな説明がで

メールの受信日時、差出人、受取人、
メールの内容を証明します。証拠と

き、有効な電子契約が締結できます。顧客情報を入力すると、電話番号や

して法廷に提出可能な証明書が発行されます。

メールアドレスが偽装されていない真正なものであるかをリアルタイム
に調査します。電子契約書には、運転免許証やパスポートなどの本人確認
書類の写真を撮り、自署による署名を記録します。契約当事者双方に、そ
の場で契約内容の証明書メールが送られます。証明書はi証明プラットフ
ォームに5年間安全に保管されます。

■
「i証明」
は現在、登録商標申請中です。

AOSは電気通信事業者です
（届出番号 A-23-12228）

RECEIVED

AOSはメールとSMSの
送信を証明します

AOSはコミュニケーション品質を
向上させます

AOSリーガルテック株式会社
インターネット送信証明センター
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