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2020年以降も電子契約の普及率は拡大傾向

従来の書面での契約は、契約書
の作成、印刷、押印、郵送など
を行い、印紙も必要になるなど、
締結完了までにコストと時間を
要していました。

しかし、電子契約を利用するこ
とによって印紙が不要になり、
契約業務における業務の効率化
やコスト削減が可能になります。

近年、電子契約サービス市場は
導入企業が増加し、本格的な市
場形成期を迎えて急成長してい
ます。そのため、同市場の
CAGR（2016～2022年度）は
40.2％と予測されています。



電子契約は企業間だけではなく、企業・
個人間の活用が進むことが予想される

企業間の契約で使われることが
多い電子契約ですが、今後は企
業・個人間の契約でも利用が進
むと予想されています。

企業はこれまで紙ベースで行っ
ていた業務をデジタル化しよう
とする動きを進展しています。

その中でも、特に電子化が求め
られる業務プロセスは図22にあ
る通りです。

今後は改正電子帳簿保存法に適
応する企業の増加が見込まれる
ことから、書類電子化の需要が
増すはずです。



DottedSignとは？



DottedSign（ドットサイン）とは？

STEP 1

署名依頼を送信する 署名依頼を受信する

STEP 2 STEP 3

送信者＆受信者（完成）

• サインタスクを作成
• 一度の署名依頼で複
数の署名者に依頼を
することも可能

• 依頼者に指定された欄
に電子サインする

• サイン完了後、次の署
名者もしくは依頼者へ
返信

• サインが完了した書類
を受け取る

• ファイルと署名ステー
タスをダウンロード・
管理が可能

※署名依頼送信先はDottedSignの登録をしていなくても、
簡単に電子サインをすることが可能です！

署名テンプレート

DS官方影片

DottedSignは、３つのステップで簡単に電子署名を行うことのできるアプリケーションです。
PCはもちろん、モバイルにも対応しており、いつでもどこでも簡単に契約を締結することが可能です。

https://youtu.be/PSiszQbTgBE


こんなお悩み、抱えていませんか？

複数名から承認やサ
インをもらわなけれ
ばならないので、社
内承認が滞る。

過去の契約書など
の確認に時間がか
かる。前担当者の
契約書類を探すこ
とに時間がかかる。

お客様先から遠隔で契
約書のやり取りをする
頻度が多く、契約締結
に遅延がよく発生して
いる。

ハンコを押すため
に出社しないと、
業務が進まない。



DottedSignはお客様のお悩みを解決いたします！

１．製本、郵送に関わる費用、印紙代、人件費、保管費用などのコストが大幅に削減できる

２．いつでもどこでも、簡単に契約締結
- 外出中でも利用可能、電子署名で契約締結が可能のため出社も不要
- 時差があっても、すぐに対応できる

紙的契約 電子契約

形式 紙的書面 PDF

押印 印鑑 電子署名

收入印紙 必要 不要

送付 郵送 メール

保管 書棚・倉庫 クラウド

証拠力 あり あり



３．ペーパーレスで、業務効率化
- オンラインで契約締結、契約書作成、押印、郵送にかかる手間を削減
- KDANが提供するクラウドストレージへ自動で契約書が保存されるため、印紙税や郵送費、
人件費などの事務コストを削減し、大切な資料も簡単に安全に管理することができる

- 複数契約の進行状況を同時に、わかりやすく把握できる

保管ファイリン
グ

（先方）
返送

（先方）
捺印郵送捺印印刷契約合意

作業時間やコスト大幅削減！自動保管（先方）
締結

E-mail
で送信

PDFで
署名依頼契約合意

DottedSignはお客様のお悩みを解決いたします！



DottedSignの機能



特徴１：豊富な種類の署名モード

• 多様な署名モードがあり、すべてのニーズに対応できます
• 押印を加えることもできます

自己署名 対面署名 ゲスト署名 リモート署名



特徴２：使い方自由自在

契約作業を一元管理
署名後のファイルを
クイック検索

契約プロセスを
簡単に把握



特徴３：安全な契約締結を「セキュリテイ性」

TLS / SSL、AES-256、
RSA-2048の暗号化を導入

電子メール/SMS ワンタイム
パスワード（OTP）

監査トレイルを提供。関係
者全員の名前、メール、IP
アドレス、デバイス情報、
タイムスタンプなどのファ
イルステータスを全て記録



DottedSignはBtoB、BtoC現場の様々なニーズに応えることが可能

定型的書類テンプレートを保存し、再利用することで更に効率化！！

「業務委託契約書」
「発注書」

「採用通知」

「経費申請」

基本機能
外部向け機能

內部向け機能



DottedSign使用事例（採用現場）

DottedSignを使うことで、 契約コスト削減、業務の効率化が実現！！
例）入社手続きを行う前に、オンラインで雇用契約を締結できます。紙のやりとりや管理、押印などの手間が不要に。

聘僱合約書

従来の工程

会社で署名．押印 お互い契約書
を保存契約書を印刷 採用された従業

員が会社へ行く 会社で待つ 人事押印

テンプレートを作成 採用された従業員が
署名．押印 人事押印 完成



DottedSign他の機能

契約書の自動保存機能
デジタル証跡追跡、セ
キュリティ機密性が高
い（監査証跡）

全てのデバイス
で使用可能

アプリをインストールして
おらず、DottedSignアカ
ウントを登録していなくて
も、メールでサインするこ
とが可能（ゲスト署名）

シンプルで使いやす
くて、IT音痴でも簡
単にサインを完了す
ることが可能

インストールするだけ
ですぐに電子署名可能



すべての使用フロー

作成 設定 電子署名 管理

• PDF/画像/スキャン
• テンプレート使用

ファイルをイ
ンポートする

署名者を管理する

• 署名プロセスの管理
• 署名プロセスの追跡

署名方法

• 電子署名 (Sign & Fill)
• リモート署名 (Remote)
• 対面署名 (In-Person)
• ゲストの署名 (Guest)

• 電子サインをするド
キュメントを指定

• 添付ファイルを指定
• 署名欄を設置

署名ドキュメ
ントの作成

期限と詳細を設定

• 署名リマインダー
• 署名期限
• 保護パスワード
• カスタムメッセージ

電子署名

• 手書きサイン使用
• ハンコファイル使用

內容を記入

• 文字
• 日付
• チェック
• 添付ファイル

書類の管理と確認

• オンライン管理・確認
• 書類と添付ファイルを
ダウンロードする

フォローアップ

• 署名のプロセスとス
テータスを管理

• 過去の署名記録を簡
単に検索・確認



DottedSignの料金



DottedSignの料金プランの紹介

フリープラン プレミアムプラン ビジネスプラン

価格
無料

ユーザー数：1名まで

US＄9.99/月
か

US＄59.99/年
ユーザー数：1名まで

US＄79.99/月
か

US＄569.99/年
ユーザー数：5名まで

デバイス iPhone、iPad、Android、ブラウザ

送信件数 月3件まで 無制限 無制限

署名者への一括送信 一件3人まで 無制限 無制限

アカウント認証 Eメール Eメール・SMS Eメール・SMS

署名ステータスの確認

基本署名フィールドの使用
-サイン
-日付
-文字

高度署名フィールドの使用
-ラジオボタン
-チェックボックス
-フィールドプロパティの設定：
1.オプションにするかどうかを指定
2.特定の期間に日付を入力

1/2



フリープラン プレミアムプラン ビジネスプラン

書類テンプレートの使用

定型的に使うドキュメントや署名
順序、メールの件名、本文、
フィールド配置や詳細設定を保存
し、再利用を可能にします

１つのテンプレートまで １ユーザーあたり5つの
テンプレート

対面署名（iPadのみ）

アプリ保護（生体認証）

管理コンソールの利用

複数ユーザーを１つのアカウント
で権限・タスクステータス管理が
可能

企業ブランディング

会社名とロゴを追加することがで
き、会社に対するクライアントの
印象を高めます

2/2
DottedSignの料金プランの紹介



プレミアムプランは 14日間無料 でお試しできます導入までの流れ：

DottedSignの
公式サイトへ1

プレミアム
プランのレ
ベルアップ
ボタンを押
す

2 クリエイティブストア
ページでKdan IDを登録3

クレジットカードの
情報を登録4 完成5

DottedSignの導入までの流れ

https://www.dottedsign.com/ja/pricing?
https://www.dottedsign.com/ja/pricing?
https://creativestore.kdanmobile.com/subscription/dottedsignpro/checkout?default-plan=com.kdanmobile.stripe.signhere.year.001&default-coupon=DSFREETRIAL14


DottedSignフリープランの紹介

• 初期費用0円（サービスとアプリは無料で使用できます）
• 契約期間１ヶ月から
• 年間プランでさらに50％off

個人なら、まずはお試しフリープラン
DottedSignの機能を無料体験

メールアドレスを入力

今すぐ体験送信件数：月3件まで
ユーザー数：1名まで
デバイス：iPhone、iPad、Android、ブラウザ



Kdan Mobileについて



運営会社
Kdan Mobileについて

設立年＆営業拠点
• 2009年設立
• 本社：台湾 支社：中国、アメリカ

事業概要

• 「SaaS」サービスを提供する
グローバルなソフトウェアメーカー

提供サービス

• クリエイティブで生産性に富んだ
アプリケーションソフトウェアと
オンラインサービスの提供

私たちの誇り

• 最先端のモバイルアプリケーション開発技術
• グローバルな視点を持った才能溢れるスタッフ
のチーム

Kdan Mobileは2009年に創業以来、ビジネスとクリエイ
ティブ制作の場において生産性を高め、創造性をより発揮
できるようなオンラインサービスとモバイルソフトウェア
アプリケーションを開発してきました。

現在、Kdan Mobileの製品は世界167カ国に展開し、2億回
以上ダウンロードされています。

Kdan Mobileの製品は、世界中のお客様がデジタル端末の
使用を通じてプロジェクトを創造、進行することを支援し
ています。台湾に本社を置き、中国、米国、日本に展開し
ています。



2億件+
グローバルダウンロード

167か国
ユーザーが満足

6箇所
オフィス拠点

800万人+
キャシーメンバー

2009年
に台湾で設立

150人+
従業員

運営会社
Kdan Mobileについて



「Silicon Review」誌から
「2018年 ベストソフトウェア

メーカー10社」に選出



Kdan Mobile Software Ltd.

日本ビジネス開発エグゼクティブ：恒松 毅宥

電話：070-4378-0955

メールアドレス：takahiro.tsunematsu@kdanmobile.com

導入のご相談をしたい方はこちらから

電子サインソリューション、提携パートナーに関する質問や導入に関するご相談、
お見積につきましては、お気軽にお問い合わせください。



クライアントが、より身近な存在になります。


