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サービスラインナップ1

保証管理システムJID-WEB は以下の「ダッシュボード」「お申込に関する手続き」「ご契約に関する手続き」「ホームマイスター24に

関する手続き」「請求・明細確認」及び、「管理機能」の機能をご提供します。

サービス内容一覧表

①ダッシュボード

緊急用と通常のお知らせ情報をトップに表示することで、代理店様に特にご確認いた

だきたい内容をわかりやすくお知らせしています。
1.日本賃貸保証からのお知らせ

ユーザーが閲覧可能な店舗に対して、申込審査状況の「受付済」「審査中」「審査完

了」「確認事項」に該当する件数が表示されています。

2.申込審査状況

ユーザーが閲覧可能な店舗に対して、契約状況の「新規未契約」「契約未更新」「更

新予定」「確認事項」に該当する件数が表示されています。

3.契約状況

ユーザーが閲覧可能な店舗に対して、事故状況の「状況報告」「確認事項」に該当す

る件数が表示されています。

4.事故状況
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サービスラインナップ1

サービス内容一覧表

②お申込に関する手続き

お申込みいただいた物件を検索し一覧で表示します。また、検索した物件の情報や審

査状況の確認、CSVの出力ができます。

1.申込・審査状況一覧

WEB 申込手続きとして、「新規申込」、申込内容の「変更依頼」「キャンセル依

頼」ができます。

2. WEB申込手続き

WEB 申込手続きしたお申込を一覧で表示し、審査状況の確認ができます。また、保

留した申込手続きの確認や、再編集ができます。

4.依頼中一覧

お申込内容を「申込書」としてダウンロードすることができます。3.書類のダウンロード
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サービスラインナップ1

サービス内容一覧表

③ご契約に関する手続き

ご契約いただいた物件を検索し一覧で表示します。また、検索した物件の情報や契約

状況の確認、CSVの出力ができます。

1.契約状況一覧

各保証商品に対して、「契約書(控)」「口座振替依頼書」「保証契約締結通知書」を

ダウンロードすることができます。

3.書類のダウンロード

WEB 契約手続きしたご契約を一覧で表示し、契約状況の確認ができます。また、保

留した契約手続きの確認や、再編集ができます。

4.依頼中一覧

WEB 契約手続きとして、「電子取引依頼」、契約内容に対して「変更依頼」「更新

依頼」「解約依頼」「事故報告」「入金報告」「管理会社変更依頼」ができます。

2. WEB契約手続き
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サービスラインナップ1

サービス内容一覧表

④ホームマイスター24に関する手続き

ご入会いただいたサービスを検索し一覧で表示します。また、検索した物件の情報や

状況の確認、CSVの出力ができます。

2.会員一覧

各サービスに対して、「入会申込書(控)」、「入電・出動対応報告書」をダウンロー

ドすることができます。

4.書類のダウンロード

WEB 手続きした内容を一覧で表示し、状況の確認ができます。また、保留した手続

きの確認や、再編集ができます。

5.依頼中一覧

WEB 手続きとして、「入会申込依頼」、サービス内容に対して「変更依頼」「更新

依頼」「解約またはキャンセル依頼」「管理会社変更依頼」ができます。

3. WEB手続き

ユーザーが閲覧可能な店舗に対して、「新規入会申込」「サービス満了日経過」「更

新手続き待ち」「入電・出動報告書未確認」「確認事項」に該当する件数が表示され

ています。

1.ダッシュボード
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ご利用時間22

年間の休日について

年末年始休業日及び弊社指定休業日（以下、弊社指定休業日とします）はサービスのご利用及びお問い合わせ窓口営業を休止させていた

だきます。弊社指定休業日は事前にご案内差し上げます。何卒、ご了承ください。

JID-WEB ご利用可能時間

弊社指定休業日を除く JID-WEB をご利用可能な時間は下記のとおりです。

8:00 ～ 22:00

9:00 ～ 18:00

JID-WEB お問い合わせ窓口営業時間

弊社指定休業日を除く JID-WEB のお問い合わせ窓口営業時間は下記のとおりです。

毎 日

毎 日

8:00 22:00

ご利用できません

8:00 22:0018:009:00
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ご利用可能な環境23

専用のソフトは不要ですが、JID-WEB をご利用いただくためには、以下の環境をご準備いただく必要があります。

インターネット経由のメールが受信できるメールアドレス（RFC準拠）をお持ちであること。

推奨ブラウザ

PC

Chrome （最新版） / Firefox （最新版） / Safari （最新版） / Microsoft Edge （最新版）

スマートフォン

Android （最新版） Chrome / iOS （最新版） Safari

※CATV イントラネットなど、ネットワーク環境によってはご利用いただけない場合があります（HTTP 及び HTTPS 通信に対応できない場合、JID-WEB のご利

用ができませんので、あらかじめご了承ください。）

※JID-WEBでは、Cookie(クッキー)及びJavaScriptを使用しております。 Cookie, JavaScriptを有効にしてご利用ください。

セキュリティとメンテナンス

ログインにおける二段階認証方式の採用

IDとパスワードによる認証に加えて、認証コードを用いた二段階の認証を行います。万一、お客さまのパソコンが情報漏洩等による第三

者の不正利用（フィッシング詐欺、スパイウェアによる被害等）を懸念するような事態が発生し、普段と異なる端末からログインを試みた

場合には、メールアドレスを利用した認証コードの確認がおこなわれるため、セキュリティレベルを強化しています。
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ご利用可能な環境23

セキュリティとメンテナンス

SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信方式の採用

最新の暗号化技術を採用し、情報の送受信時に盗聴・情報の書き換えを防止しています。SSL はインターネット通信を行うお客さまのパ

ソコンのブラウザと JID-WEB サーバ間で情報を暗号化するしくみで、高いセキュリティを実現しています。

ログイン ID、パスワード等の管理について

「ログイン ID」「パスワード」は、お客さまがご本人であることを確認するための重要な情報です。これらは第三者に知られることがな

いように、またお忘れにならないようにご注意ください。

サービスの休止について

システムの更新・メンテナンス等により一時的にサービスを休止することがありますのであらかじめご了承ください

JID-WEB に関するお問い合わせ

困ったときの対処法、トラブル、その他ご質問等は、お電話でお問い合わせください。
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操作上のご注意事項24

以下の操作について、特にご注意ください

• ブラウザ上の画面操作で、上部のボタン「戻る」「進む」「更新」等、及び右上の「閉じる」を使用しないでください。使用した場合、

データが正しく保存されない、入力データがリセットされる、強制終了される等の不具合が発生します。誤ってボタンを押した場合は、

一度ブラウザを正しく終了し、しばらくたってから再度ログインを行ってください。

• セキュリティ強化のため、同じ画面を開いたまま維持しないようにご注意ください。また、ご利用時間が一定期間を超えた場合には接続

が遮断されます（12時間）。一度通信回線が遮断された場合にも接続は遮断されます（自動で再接続は行いません）。システムの接続が

遮断された場合には、再度ログインを行ってからご利用を再開してください。

「閉じる」
「戻る」「進む」「更新」
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操作上のご注意事項24

• 同じパソコンに複数のユーザーID を登録してご利用になる場合、前のユーザーが JID-WEB をログアウトし、完全にブラウザを閉じた後

で、次のユーザーがログインし直してください。

• 本システムを利用して送信したSMSまたはメールで一定回数以上の送信エラーが発生した場合、当該アドレス宛の送信を停止することが

あります。また、SMSまたはメールの送信指示が短時間で頻繁に繰り返された場合、一時的に送信を制限することがあります。

• 特殊な記号が含まれているなど、RFCに準拠していないメールアドレスはご利用になれません。また、迷惑メール対策をしている場合は

" jid-web.net "ドメインからのメールを受信できるよう設定変更してください。

• お使いのブラウザ拡張機能によっては、本システムが正しく動作しない可能性があります。その場合は一時的に拡張機能を無効にしてご

利用ください。

• セキュリティソフトによっては、本システムが正しく動作しない可能性があります。その場合はホワイトリストに“ jid web.net ”ドメイ

ンを追加するなどの設定をご検討ください。



12はじめに ５ – 事前にお決めいただく事項

事前にお決めいただく事項25

JID-WEB は、１企業／団体さまが複数のユーザーID を発行してご利用いただくことができます。「管理者（管理ユーザー）」と「一般

ユーザー（利用ユーザー）」の 2 段階のユーザーレベルを設けており、ユーザーごとに「登録権限（データ入力）」「CSV 権限（データ出

力）」「請求･明細閲覧権限」の有無を設定することができます。

最初に管理者となる方は、利用者とそれぞれのユーザー権限をお決めいただき、お申込みください。

• 複数の「管理ユーザー」を設定可能。

• ユーザーを作成、管理、削除することが可能。

• ユーザーの権限を設定することが可能。

（参照権限 ／ 登録権限 ／ CSV権限 ／ 請求･明細閲覧権限）

• 関連する全ての店舗（支店）に対して、全ての機能を利用可能。

《管理者の方》

「管理ユーザー」

《利用者の方》

「一般ユーザー」

• 複数の「一般ユーザー」を設定可能。

• 所属する店舗に対してのみ、付与された権限に応じて各機能を利用可能。
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「JID-WEB」ログインまでの手順

基本機能 １ – 「JID-WEB」ログインまでの手順

1

JID-WEB のご利用は、「新規ご利用申込み」ページからお申込み

を行うことができます。JID-WEB ログインページ下部「新規ご利用

のお申込みはこちら」をクリックして「新規ご利用申込み」画面を

開くことができます。

①お申込み情報の入力

会社情報と代理店管理ユーザー情報を入力し、JID-WEB 利用規約

を確認してください。

②登録メールアドレスの確認

入力したお申込み情報の確認後、ご登録のメールアドレス宛てに

案内メールが送信されます。メールに記載されたURLをクリックす

ることで、お申込みが完了します。

③アカウントの発行

弊社にて申込みの承認後、ご登録のメールアドレス宛てにJID-

WEB の利用開始の案内メールが送信されます。メールに記載された

URLをクリックすることで、ログイン画面へ遷移します。
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ログイン22

ログイン

①ログイン画面への移動

まず、JID のホームページを開きます。画面中央付近右

側の「不動産業者様」をクリックし、その後さらに画面中

央付近右側の「JID-WEB（代理店様用）」をクリックしま

す。表示された画面にて「ログイン」をクリックすると、

ログイン画面に移動することができます。

※下記URLからログイン画面に移動することも可能です。

JID-WEB ログイン： https://jid-web.net

②ログイン

「ログインID（メールアドレス）」と「パスワード」を

入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

https://jid-web.net/


16基本機能 ２ – ログイン

ログイン22

パスワード変更

①パスワードを忘れた場合

ログイン画面下部の「パスワードをお忘れの方はこち

ら」をクリックしてください。ご登録のメールアドレスに

パスワード再設定のご案内メールが送信されますので、メ

ールに記載されたURLをクリックして、パスワードを再設

定してください。

②ログイン済みの場合

画面右上の「設定」ボタンをクリックして、「ユーザー

設定の変更」画面に移動します。画面下部の「パスワード

の変更」から、パスワードを変更してください。

初回ログイン時は、初期パスワードからの変更が必須となります。

Attention
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ログイン22

二段階認証

新たな端末、新たなブラウザからログインを試みた場合

には、二段階での認証が要求されます。

ご登録のメールアドレスに認証番号が記載されたご案内

メールが送信されますので、この画面を開いたまま、有効

期限内にメール本文に記載された4桁の番号を入力して認

証をおこなってください。

・認証番号は、ログイン時のパスワードとは異なります。

・メールをご確認いただく際、この画面を閉じないでください。

・認証に3回失敗すると、認証番号が無効になります。「認証メ

ールを再送信」をクリックして、再度認証番号を入力してくださ

い。

Attention
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ダッシュボード23

①サイドメニュー（全画面共通）

JID-WEB でご利用いただける機能を表示しています。ク

リックして各機能の画面に移動することができます。

なお、「ユーザー管理」機能は、ユーザー区分が「代理

店管理ユーザー」の場合にのみ表示されます。

②ログアウト（全画面共通）

ログアウトしてログイン画面に移動します。

③設定（全画面共通）

ご自身のユーザー設定を確認・変更することができます。

④機能切替タブ（全画面共通）

ホームマイスター24の機能へ切り替えることができます。

①

② ③

各メニューとボタン

④



19基本機能 ３ – ダッシュボード

ダッシュボード23

⑤緊急のお知らせ

緊急メンテナンスの告知等、緊急度の高いお知らせを表

示します。お知らせが無い場合は表示されません。

⑥日本賃貸保証株式会社からのお知らせ

JID からのお知らせを表示します。直近４件がデフォル

トで表示されています。

⑦申込審査状況

お申込審査状況を件数表示します。

各メニューとボタン

⑤

⑥

⑦
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ダッシュボード23

⑧契約状況

ご契約状況を件数表示します。

⑨事故状況

対応中の事故状況を件数表示します。

⑩管理会社の変更に伴う保証者の受け入れはこちら

「管理会社の変更に伴う保証者の受け入れ」画面に移動

します。

各メニューとボタン

⑨

⑩

⑧
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ダッシュボード23

表示件数のルール

各お申込の状況に応じた件数が表示されます。

⑦申込審査状況

下書き ：ステータスが「下書き」のお申込。

入力依頼中 ：「下書き」のうち、

お客さまへ入力を依頼中のもの。

送信エラー・失効： 「下書き」のうち、

送信エラー、もしくはリンクの有効期限が切れたもの。

受付済 ：本システムにご入力頂いたお申込の件数。JIDの審査が開始されるのを待っています。

審査中 ：審査に入り、ステータスが「審査中」または「キャンセル依頼中」のお申込。

審査完了：審査が完了し、ステータスが「承認済み」または「不承認済み」のお申込。 ※直近30日分

確認事項：お申込の不備やJIDからお伝えしたいことなど、未確認の確認事項があるお申込。
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ダッシュボード23

表示件数のルール

各ご契約の状況に応じた件数が表示されます。

⑧契約状況

新規未契約 ：ステータスが「承認済み」のご契約。

賃借人様確認中 ：「新規未契約」のうち、

お客さまへ電子取引を依頼中のもの。

送信エラー・失効： 「新規未契約」のうち、

送信エラー、もしくはリンクの有効期限が切れたもの。

契約未更新 ：満了日が過ぎており、更新手続きが完了していないご契約、または契約更新日が直近30日以内に控えているご契約。

更新予定 ：満了日の数ヶ月前になりJIDにて次期契約データを作成しましたが、まだ「契約未更新」に該当しないご契約。

確認事項 ：ご契約の不備やJIDからお伝えしたいことなど、未確認の確認事項があるご契約。
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ダッシュボード23

表示件数のルール

事故状況に応じた件数が表示されます。

⑨事故状況

状況報告：現在滞納金額がある案件の件数。

確認事項：状況報告のうち、未確認の確認事項がある件数。

※この確認事項には、発生中の事故状況とは直接関係しない情報が含まれる可能性があります。



24基本機能 ３ – ダッシュボード

ダッシュボード23

管理会社の変更に伴う保証者の受け入れとは？

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「管理会社の変更に伴

う保証者の受け入れはこちら」リンクが表示されませんので、

ご了承ください。

Attention

物件に対して管理会社の変更を申請することができます。

ホームマイスター24を利用可能な場合、ホームマイスター24にも同時に依頼されます。



25基本機能 ３ – ダッシュボード

ダッシュボード23

管理会社の変更に伴う保証者の受け入れ方法

サイドメニューの「ダッシュボード」をクリックします。

画面下部の「管理会社の変更に伴う保証者の受け入れはこ

ちら」をクリックすると、「管理会社の変更に伴う保証者

の受け入れ」画面に移動します。



26基本機能 ３ – ダッシュボード

ダッシュボード23

入力欄

対象物件 – 変更時期

入力時の日付をもとに、5ヶ月前から6ヶ月先までの

計12ヶ月の中から変更時期を選択できます。

管理会社の変更に伴う保証者の受け入れのための必要事

項を入力してください。

対象物件 – 賃料送金先

現在送金中の賃料送金先に変更がある場合には、チ

ェックを付けてください。



27基本機能 ３ – ダッシュボード

ダッシュボード23

入力欄

対象物件 – 旧管理会社

以前に管理を行っていた会社または管理者を、

おわかりになる範囲で入力してください。わからな

い場合は、なしで構いません。



28基本機能 ３ – ダッシュボード

ダッシュボード23

入力欄

必要書類情報 – 添付書類

当該案件の管理会社であることを証明する書類を添

付してください。賃料送金先も変わる場合には、送

金先口座のわかる書類もあわせて添付してください。



29

ダッシュボード23

確認画面

管理会社の変更に伴う保証者の受け入れの確認画面では、

ご入力いただいた内容やアップロードしたファイルを確認

することができます。

内容に間違いないかご確認後、画面下部の「依頼する」

ボタンをクリックして、保証者の受け入れを依頼すること

ができます。

基本機能 ３ – ダッシュボード

確認事項

ホームマイスター24を利用可能な場合、ホームマイ

スター24にも同時に依頼されます



30基本機能 ４ – お申込に関する手続き

お申込に関する手続き24

お申込みに関する各種機能が利用できます。各種機能の

詳細については「お申込に関する手続き詳細」をご確認く

ださい。



31基本機能 ５ – ご契約に関する手続き

ご契約に関する手続き25

ご契約に関する各種機能が利用できます。各種機能の詳

細については「ご契約に関する手続き詳細」をご確認くだ

さい。



32基本機能 ６ – ユーザー設定

ユーザー設定26

メール通知の設定について

「ユーザー設定の変更」画面では、各種メール通知の有

無を設定することができます。通知を受け取る必要が無い

ユーザー様は、メール通知の設定を変更してください。

メール通知の設定を変更する場合は、画面右上の「設

定」をクリックします。「ユーザー設定の変更」画面下部

からメールの有無を変更することができます。



33基本機能 ６ – ユーザー設定

ユーザー設定26

メール通知の設定変更

個別メール通知

JID-WEBで行った依頼に対して、結果が受付または

不備になったとき、依頼したユーザーにメール通知

します。初期状態ではメール通知を「しない」に設

定されています。

未確認事項の通知

JID-WEBのダッシュボードに未確認事項があるとき、

確認することが可能な全ユーザーにメール通知しま

す。初期状態ではメール通知を「する」に設定され

ています。なお、1日1回の定期配信となります。

新規申込審査完了のメール通知

本書、お申込に関する手続き詳細 - 新規申込審査完

了のメール通知ページをご参照ください。
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35お申込に関する手続き詳細 １ – 申込 検索一覧

申込 検索一覧1

表示内容

サイドメニューの「申込」をクリックすると、「申

込」画面が表示され、登録されたお申込を検索するこ

とができます。

検索結果に表示されたお申込をクリックすると、各

お申込の詳細画面に移動します。また、画面右側の

「操作」列にあるボタンをクリックすることで、お申

込に対して行う操作を選ぶことができます。

なお、ステータスが「キャンセル済み」または「不

承認済み」のお申込は一定期間経過後に削除されます。

送信進捗

「送信進捗」での絞り込みは、「状態絞込」で「下

書き」を選択した場合のみ利用できます。



36お申込に関する手続き詳細 １ – 申込 検索一覧

申込 検索一覧1

依頼中の案件の照会

「依頼中の案件を照会する」にチェックをして照会

を行うと、「下書き保存した申込情報」や、「新規申

込依頼」、「変更依頼」、「キャンセル依頼」した依

頼情報を一覧で表示し、依頼したときの内容を確認す

ることができます。

下書きを削除したい場合は、画面右側の「操作」列

にあるボタンをクリックし、詳細画面を表示してから

削除することが可能です。

検索結果

「依頼中の案件を照会する」にチェックをして照会

した場合は「依頼状況」、「依頼日」、「依頼種

別」列が表示され、「ステータス」、「代理店連絡

事項」列が非表示になります（前頁の検索結果画像

参照）。



No ヘッダ 出力例 備考

1 申込依頼日時 2021/04/01 12:00 最新の申込依頼の依頼日時

2 申込受付日 2021/04/01 依頼が受け付けられていない場合なし

3 ステータス 審査中

4 申込者名 申込者氏名

5 商品プラン JIDトリオＡ

6 物件名 物件名称 １号室

7 賃料 50000

8 保証料 15000

9 契約年 2年

10 代理店連絡事項 あり 未確認事項が存在する場合「あり」と表示する

37お申込に関する手続き詳細 １ – 申込 検索一覧

申込 検索一覧1

ダウンロードできるCSVの項目

①状態絞込の「依頼中の案件を照会する」にチェックをせずに、現在のお申込内容を照会した場合

以下の項目をCSVファイルでダウンロードすることができます。



38お申込に関する手続き詳細 １ – 申込 検索一覧

申込 検索一覧1

ダウンロードできるCSVの項目

②状態絞込の「依頼中の案件を照会する」にチェックをして、依頼したときの内容を照会した場合

以下の項目をCSVファイルでダウンロードすることができます。

No ヘッダ 出力例 備考

1 申込依頼日時 2021/04/01 12:00

2 申込受付日 2021/04/01 依頼が受け付けられていない場合なし

3 申込者名 申込者氏名

4 商品プラン JIDトリオＡ

5 物件名 物件名称 １号室

6 賃料 50000

7 保証料 15000

8 契約年 2年

9 依頼状況 依頼中

10 依頼日 2021/04/01

11 依頼種別 申込依頼



39お申込に関する手続き詳細 ２ – 申込 詳細・編集画面

申込 詳細・編集画面22

表示内容

お申込情報を確認することができます。お申込のステータス

に応じて画面下部に利用可能なボタンが表示されます。

確認事項

お申込の不備など、確認事項がある場合は画面上部

に表示されます。代理店様ご確認後は「確認する」

ボタンをクリックしてください。「確認する」ボタ

ンがクリックされた確認事項は、ダッシュボードの

「申込審査状況」内の「確認事項」の件数から除か

れます。



40お申込に関する手続き詳細 ２ – 申込 詳細・編集画面

申込 詳細・編集画面22

各ボタン表示条件

①

①下書き削除

新規申込前で下書きがある場合にボタン表示

②下書き保存

新規申込前の場合にボタン表示

③確認画面へ

新規申込前、または、変更依頼前の場合にボタン表示

④送信

SMS・E-Mailでの電子取引を選択している場合のみ表示
② ③

④



41お申込に関する手続き詳細 ２ – 申込 詳細・編集画面

申込 詳細・編集画面22

各ボタン表示条件

⑤ ⑦

⑤申込書(控)ダウンロード

キャンセル依頼中ではなく、ステータスが「審査中」「承認

済み」の場合にボタン表示

⑥キャンセル依頼

ステータスが「審査中」「承認済み」で依頼中の情報がない、

もしくはステータスが「審査中」「承認済み」で変更依頼の

依頼中の場合にボタン表示

⑦契約の電子取引

ステータスが「承認済み」で、これから契約が可能な場合に

ボタン表示
⑥



42お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

新規申込依頼とは？

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「新規申込」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention

WEB上で新規のお申込を依頼することができます。



43お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

新規申込依頼方法

サイドメニューの「新規申込」をクリックすると、「新

規申込」画面を開くことができます。



44お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

入力欄

申込情報– 集送金手数料

保証料計算したとき、集送金商品の場合に表示され

ますので、金額をご確認ください。

申込情報– 保証委託契約年数

お申込する保証委託契約年数を選択してください。

契約年数が5年を超える場合はご利用になれません。

また、分割プランの場合は表示されません。

* の項目は入力必須です。



申込情報– 保証料計算

代理店コード・商品プラン・用途を選択すると表示

されます。申込手続きを進めるためには必ず「保証

料計算」ボタンを押して、保証料を算出する必要が

あります。

商品や賃料など申込情報を変更した場合には、再度

ボタンを押して、保証料の金額をご確認ください。

45お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

入力欄



46お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

入力欄

申込情報 – 物件情報

物件名の入力に応じて、過去に入力した物件情報の

候補が表示されます。表示された物件名を選択する

と、物件情報の各種項目が自動で入力されます。

また、右側の「×」をクリックして、物件情報の履

歴を削除することができます。

申込申請方法

選択する申込申請方法に応じて、以降の入力画面で

表示される項目が変わります。お申込者様に直接入

力をお願いする場合は、SMSまたはE-Mailを選択し

てください。



47お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

入力欄

申込者情報 – お勤め先・学校

お申込者の職業によっては、「お勤め先・学校」の

入力欄は表示されません。

申込情報– 生年月日

契約種別が法人の場合、法人の設立年月日を入力し

てください。



48お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

入力欄

入居者情報 – 入居者を追加する

「入居者を追加する」ボタンで、入居者枠を新たに

2つ追加することができます。追加した入居者枠は、

右上の「×」をクリックして削除することができま

す。

入居者情報 – 入居者

「契約者含め入居」を選択した場合、入居者（1）の

入力欄に契約者情報が表示されます。

入居者情報 – 入居人数

4人以上の場合は、審査要望の欄に4人目以降の入居

者情報を入力ください。



49お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

入力欄

通信欄 – 審査要望

代理店様による入力欄のため、申込者様の入力画面

では表示されません。



50お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

必要書類情報欄

必要書類情報 – 添付書類②

ファイル種別と添付ファイルを選択したら、「アッ

プロード」を押してください。

必要書類情報 – 添付書類①

選択できるファイル種別は契約種別（個人/法人）に

より異なります。添付する必要のあるファイルは、

必要書類ガイドで確認できます。



51お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

必要書類情報欄

必要書類情報 – ファイル種別

以下のファイル種別の場合は、マスキングをおこな

ってからファイルをアップロードしてください。

マイナンバーカード（番号なし）、社会健康保険証、国民健康保険

証

必要書類情報 – 添付書類

JID側に送信するまでは、アップロードしたファイル

を削除することができます。



52お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

下書きの保存

入力中のお申込内容を下書きとして一時保存しておくこ

とができます。

画面下部の「下書き保存」ボタンをクリックすると、下

書きの保存が完了します。

・下書き保存のままでは、お申込はまだ終わっていません。

・下書きのまま変更が無く90日を超えたデータは、アップロー

ドしたファイルを含め自動的に削除されます。削除された情報

は復元できませんので、ご注意ください。

Attention



53お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

下書きからの再開

一時保存した下書きから、新規申込の入力を再開するこ

とができます。

サイドメニューの「申込」をクリックします。検索結果

から下書きをクリックすると、「申込情報の編集」画面に

移動し、編集を再開することができます。

・下書き保存のままでは、お申込はまだ終わっていません。

・下書きのまま変更が無く90日を超えたデータは、アップロー

ドしたファイルを含め自動的に削除されます。削除された情報

は復元できませんので、ご注意ください。

Attention



お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

下書きの削除

保存した下書きを削除することができます。

サイドメニューの「申込」をクリックします。検索結果

から下書きをクリックすると、「申込情報の編集」画面に

移動します。

次に「申込情報の編集」画面下部の「下書き削除」ボタ

ンを押すと、「下書き削除」画面に移動します。内容の確

認後、画面下部の「削除」ボタンから下書きを削除するこ

とができます。削除した情報は復元できませんので、ご注

意ください。

54

・下書きのまま変更が無く90日を超えたデータは、アップロー

ドしたファイルを含め自動的に削除されます。削除された情報

は復元できませんので、ご注意ください。

Attention



55お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

確認画面

ご入力いただいた内容やアップロードした書類を確認す

ることができます。

同意事項をお申込者様に同意いただいた上で、同意済み

にチェックしてください。画面下部の「この内容で申込み

依頼する」ボタンをクリックすると新規申込依頼が完了し

ます。



56お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

手続方法が「SMS・E-Mail送信」の場合

ご入力いただいた申込者様の携帯電話、またはメールアド

レス宛に入力用URLが送信されます。

申込者様に送信されたURLを開くと、生年月日による認

証画面が表示されますので、個人契約の場合は申込者様の

生年月日を、法人契約の場合には法人設立年月日を入力し

認証していただきます。認証後、申込者様にお申込み内容

を直接ご入力し送信いただくことで、お申込が完了します。

なお、申込者様用の画面には、申込申請方法と審査要望

は表示されません。

・URLの有効期限は７２時間となります。

・認証を３回間違えた場合は、手続き画面から再度送信してい

ただくか、もしくは下書き状態となって依頼は完了していない

ため、申込情報の編集画面から進んでください。

Attention



57お申込に関する手続き詳細 ３ – 新規申込依頼

新規申込依頼23

手続方法が「申込書をダウンロード」の場合

「申込書をダウンロード」をクリックすると、物件等の

入力内容が反映された申込書をダウンロードすることがで

きます。次に、ダウンロードした申込書を印刷し、申込書

太枠内の項目を申込者様にご記入いただきます。

ご記入いただいた申込書と申込者様ご本人確認書類をア

ップロードし、申込み依頼することによって新規申込依頼

が完了します。



58お申込に関する手続き詳細 ４ – 変更依頼

変更依頼24

変更依頼とは？

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「変更依頼」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention

新規申込依頼の受付後、JIDによる審査に入った段階でステータスが「審査中」となります。

「審査中」ステータスでは、WEB上でお申込受付内容を確認して修正・変更の依頼や追加必要書類の送信ができます。



59お申込に関する手続き詳細 ４ – 変更依頼

変更依頼24

変更依頼方法

サイドメニューの「申込」をクリックします。申込一覧

画面の状態絞込で「審査中」を選択し、照会してください。

検索結果から内容を変更したいお申込をクリックし、「申

込情報の編集」画面に移動します。



60お申込に関する手続き詳細 ４ – 変更依頼

変更依頼24

入力欄

「申込情報の編集」画面で、お申込の変更を行います。

入力後、画面下部の「確認画面へ」ボタンを押すと、「変

更依頼」画面が表示され、入力情報の確認後、変更依頼を

完了させることができます。

契約種別や、お申込者様の本人情報の一部については、

すでに審査中のため変更ができません。別の方でお申込さ

れる際には、再度新規申込をお願いいたします。



61お申込に関する手続き詳細 ５ – キャンセル依頼

キャンセル依頼25

キャンセル依頼とは？

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「キャンセル依頼」ボ

タンが表示されませんので、ご了承ください。

Attention

ステータスが「審査中」または「承認済み」のお申込は、お申込をキャンセルすることができます。



62お申込に関する手続き詳細 ５ – キャンセル依頼

キャンセル依頼25

キャンセル依頼方法

サイドメニューの「申込」をクリックします。検索結果

からキャンセルしたいお申込をクリックし、「申込情報の

編集」画面に移動します。

次に、画面下部の「キャンセル依頼」ボタンをクリック

して、「キャンセル依頼」画面に移動します。



63お申込に関する手続き詳細 ５ – キャンセル依頼

キャンセル依頼25

入力欄

「キャンセル依頼」画面では、お申込をキャンセルする

理由を選択してください。選択肢に当てはまる理由がない

場合は理由を記載し、最後に「キャンセル依頼」ボタンを

クリックしてください。



64お申込に関する手続き詳細 ５ – キャンセル依頼

新規申込審査完了のメール通知26

メール通知の設定について

申込者の審査完了した際に、メール通知の有無を設定す

ることができます。初期状態ではメール通知を「する」に

設定されています。

メール通知の設定を変更する場合は、画面右上の「設

定」をクリックします。「ユーザー設定の変更」画面下部

の「JIDのメール通知の設定変更」からメールの有無を変更

することができます。

新規申込審査完了メールは、該当するお申込内容を閲覧

可能な方、全員に送られます。申込の担当ではないなど配

信が不要な方は、メール通知しない設定にご自身で変更し

てください。
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66ご契約に関する手続き詳細 １ – 契約 検索一覧

契約 検索一覧1

表示内容

サイドメニューの「契約」をクリックすると、「契

約者情報の一覧」画面が表示され、登録されたご契約

を検索することができます。

検索結果に表示されたご契約をクリックすると、各

ご契約の詳細画面に移動します。電子取引が未実施で

ステータスが「承認済み」の場合は「契約書の電子取

引」画面へ遷移します。

また、画面右側の「操作」列にあるボタンをクリッ

クすることで、ご契約に対して行う操作を選ぶことが

できます。

なお、ステータスが「解約済み」のご契約は一定期

間経過後に削除されます。



67ご契約に関する手続き詳細 １ – 契約 検索一覧

契約 検索一覧1

表示内容

代理店担当者

ご契約に代理店担当者を設定すると、任意の担当者

を指定して検索することができます。



68ご契約に関する手続き詳細 １ – 契約 検索一覧

契約 検索一覧1

表示内容

状態絞込

契約状況・事故状況を複数選択することはできませ

ん。また、「依頼中の案件を照会する」にチェック

を付けた場合は状態絞込を行うことはできません。

詳細検索 – 賃貸人名

賃貸人名を指定してご契約を検索することができま

す。

検索結果 – 一括操作

検索結果でチェックボックスにチェックを付けたご

契約に対して、一括で操作を行うことができます。

一度につき50件まで一括操作が可能です。



69ご契約に関する手続き詳細 １ – 契約 検索一覧

契約 検索一覧1

依頼中の案件を照会

状態絞込の「依頼中の案件を照会する」にチェック

をして照会を行うと、JID-WEBで依頼された各契約の

「依頼状況」、「依頼日」、「依頼種別」を一覧で表

示します。依頼が正しく出されたか、受付されている

かなどの状況を確認することができます。

検索結果

「依頼中の案件を照会する」にチェックをして照会

した場合は「依頼状況」、「依頼日」、「依頼種

別」列が表示され、「滞納有無」「契約更新情報」、

「ステータス」列が非表示になります（前頁の検索

結果画像参照）。



70ご契約に関する手続き詳細 １ – 契約 検索一覧

契約 検索一覧1

ダウンロードできるCSVの項目

以下の項目をCSVファイルでダウンロードすることができます。

①状態絞込の「依頼中の案件を照会する」にチェックをせずに照会した場合

No ヘッダ 出力例 備考

1 保証番号 XXXXXX

2 保証期間開始日 2020/04/01

3 保証期間満了日 2022/03/31

4 引落開始日 2020/05/27 契約状況が契約未更新と更新予定の場合は非表示

5 更新保証料 15000 契約状況が契約未更新と更新予定の場合に表示

6 契約者名 契約者氏名

7 商品プラン JIDトリオＡ

8 物件名 物件名称 １号室

9 賃貸人 賃貸人氏名

10 賃料 50000

11 滞納有無 無 契約状況が新規未契約の場合は非表示

12 契約更新状況 更新予定 契約状況が新規未契約の場合は非表示

13 ステータス 保証中



71ご契約に関する手続き詳細 １ – 契約 検索一覧

契約 検索一覧1

ダウンロードできるCSVの項目

以下の項目をCSVファイルでダウンロードすることができます。

②状態絞込の「依頼中の案件を照会する」にチェックをして照会した場合

No ヘッダ 出力例 備考

1 保証番号 XXXXXX

2 保証期間開始日 2020/04/01

3 保証期間満了日 2022/03/31

4 引落開始日 2020/05/27

5 契約者名 契約者氏名

6 商品プラン JIDトリオＡ

7 物件名 物件名称 １号室

8 賃貸人 賃貸人氏名

9 賃料 50000

10 依頼状況 依頼中

11 依頼日 2021/04/10

12 依頼種別 解約依頼



72ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

表示内容

確認事項

ご契約情報の不備など、確認事項がある場合は画面

上部に表示されます。「確認する」をクリックする

と、ダッシュボードの「契約状況」内の「確認事

項」の件数から除かれます。

ご契約情報、振替状況（過去５ヶ月、当月、未来６

ヶ月分）を確認することができます。また、各種書類

のダウンロード、各種依頼画面に進むことができます。

操作ボタン

ご契約のステータスに応じて利用可能なボタンが表

示されます。

依頼中の表示

契約内容の変更中など、JID側で受付が済んでいない

状態では、「依頼中」のラベルが表示され一部操作

が限定されます。



73ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

表示内容

賃料 – 振替結果

集送金商品の口座振替結果が表示されます。

「振替済み」：引落に成功しました。

「振替不能」：何らかの理由で引落できませんでした。

「請求中」：これから引落を掛ける（まだ結果が出ない）

状態を示します。

賃料 – 備考

以下の条件に沿って表示されます。

「引落開始」：集送金商品の初回振替の対象月。

「引落停止」：口振不備等により引落できず停止している月。

「送金停止」：解約処理等により送金が停止している月。

「解約」：解約月よりも後の月。



74ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

表示内容

契約内容 – 物件情報

ご契約の物件情報が表示されます。



75ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

表示内容

契約内容 – 契約内容①

通常案件の場合は、案件区分の項目が表示されませ

ん。

契約内容 – 契約内容②

その他該当する契約やサービス等がある場合に表示

されます。



76ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

表示内容

支払口座情報

集送金商品の場合のみ表示されます。

WEB口振の登録や口座振替依頼書原本の郵送により、

JIDに口座振替依頼情報が到着している場合は「原本

受付済」が表示されます。

収納先（代理人）

賃料送金口座と送金明細等送付方法は、集送金商品

の場合にのみ表示されます。



①変更届依頼

依頼中ではなく、ステータスが「承認済み」 「解約済み」以

外の場合にボタン表示

②管理会社・賃貸人の変更届依頼

「変更届依頼」ボタンと同様

③契約更新依頼

依頼中ではなく、ステータスが「契約更新確認中」の場合に

ボタン表示

④解約依頼

依頼中ではなく、ステータスが「保証中（入金待）」「保証

中」「契約更新確認中」以外の場合にボタン表示

77ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

各ボタン表示条件

① ③

④

②



⑤解約取消依頼

解約依頼中もしくは、依頼がなくステータスが「解約予定」

「解約済み」の場合にボタン表示

⑥契約書（控）ダウンロード

契約書を出力可能な商品で、ステータスが「承認済み」以外

の場合にボタン表示

⑦口座振替依頼書ダウンロード

集送金商品で、ステータスが「解約済み」以外の場合にボタ

ン表示

⑧WEB口振URL送信

WEB口振が利用可能な商品・個人の契約で、ステータスが

「解約済み」以外の場合にボタン表示。ご契約者様へSMSま

たはメールが送信されます。

78ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

各ボタン表示条件

⑥

⑦⑧

⑤



79ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

各ボタン表示条件

⑨事故報告

非集送金商品で、ステータスが「承認済み」 「解約済み」以

外の場合にボタン表示

⑩入金報告

「事故報告」ボタンと同様の条件で、現在滞納が有る場合に

ボタン表示

⑪メール送信

ステータスが「承認済み」以外の場合にボタン表示

⑨

⑩

⑪



80ご契約に関する手続き詳細 ２ – 契約 詳細画面

契約 詳細画面22

各ボタン表示条件

⑫保証契約締結通知メール

賃貸人のメールアドレスがあり、ステータスが「承認済み」

「解約済み」以外の場合にボタン表示

⑬保証契約締結通知ダウンロード

ステータスが「承認済み」「解約済み」以外の場合にボタン

表示

⑭領収書

電子メール領収書が未発行で、ステータスが「解約済み」以

外の場合にボタン表示

※契約締結後、1度も領収書を発行していない場合のみ、クリックする

ことができます。

⑭
⑬⑫



81ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

電子取引とは？

JIDでのお申込審査完了後、代理店様がご契約に必要な情報を加えて、ご契約の手続きをWEB上で完了させることができます。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「電子取引依頼」ボタ

ンが表示されませんので、ご了承ください。

Attention



82ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

電子取引方法

「ダッシュボード」画面の「契約状況」内にある

「新規未契約」をクリックしてください。「契約者情

報の一覧」画面の検索結果に、「新規未契約」状態の

契約者情報が一覧表示されます。検索結果から、電子

取引を行いたい契約者情報の行をクリックして「契約

書の電子取引」画面を開くことができます。



83ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

入力欄

ご契約にあたり必要事項を入力します。「契約者情報」

から「緊急連絡先」までの項目は、審査承認時の申込内容

が記載されており、改めて入力する必要はありません。



84ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

入力欄

契約内容 – 物件情報

物件名(ｶﾅ含む)、号室等、所在地を、もし訂正しなけ

ればならない場合いずれか１か所のみ編集すること

ができます。

複数箇所の編集は物件変更として見なされますので、

再審査が必要になります。



85ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

入力欄

契約内容 – 賃貸条件

審査承認時の金額がデフォルトで入力されています。

一定の条件内であれば、再審査せず金額を増やすこと

が可能です。

・「賃料等」が10万円以下の場合：2万円未満の増額

・「賃料等」が10万円より多い場合：3万円未満の増額

上記の限度額を超えている場合、再審査が必要になり

ます。



86ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

入力欄

契約内容 – 契約内容①

原契約年数が保証委託契約年数と異なる場合はエラー

が表示されます。

契約内容 – 契約内容②

原契約年数と原契約始期日を入力すると、ほかの日付

も自動的に入力されますが、正しいかどうかを必ずご

確認ください。

保証期間はJID承認前から開始することはできません。

契約内容 – その他契約

その他契約を利用可能な場合、追加表示されます。

* の項目は入力必須です。



87ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

入力欄

契約内容 – 振替情報①

集送金商品の場合にのみ表示される項目です。

契約内容 – 振替情報②

最短の振替開始予定日が表示されます。

前家賃の受領予定の日付よりも後の日付になります。

〇 支払方法がWEB口振

・入力日が同月10日よりも前（10日を含む）の場合：同月27日

・入力日が同月10日よりも後の場合：翌月27日

〇支払方法が口座振替依頼書

・入力日が同月19日よりも前（19日を含む）の場合：翌月27日

・入力日が同月19日よりも後の場合：翌々月27日

支払口座情報 - 口座登録方法

個人の契約で、利用可能な商品の場合にはWEB口振を

選択することが可能です。



88ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

入力欄

収納先 - 賃貸人情報から入力/口座情報から入力

過去に入力した賃貸人情報の履歴を選択することが

できます。賃貸人名の一部等で照会し、表示された

行の右側にある「反映」ボタンを押すと、履歴が自

動入力されます。また、「削除」ボタンからJID-

WEB内で記録されている履歴を削除することができ

ます。



89ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

入力欄

金融機関コード/金融機関名

金融機関コードまたは金融機関名の入力に応じて、

金融機関の候補が表示されます。表示された金融機

関を選択すると、金融機関名および金融機関コード

が自動で入力されます。

支店コード/支店名

支店コードまたは支店名の入力に応じて、支店の候

補が表示されます。表示された支店を選択すると、

支店名および支店コードが自動で入力されます。



90ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

確認画面

「ご契約内容の確認」画面でご入力いただいた内容を確

認することができます。

入力内容の確認後、選択いただいた「SMS送信」「E-

Mail送信」、または「保証委託契約書をダウンロード」の

いずれかの手続き方法で依頼を完了させてください。（次

頁参照）

電子取引の手続きボタン

入力画面で「送信」を選択した場合は、「約款・同

意URL送信」ボタンが表示されます。

「保証委託契約書をダウンロード」を選択した場合

は「保証委託契約書ダウンロード」ボタンが表示さ

れます。



91ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

手続方法が「SMS・E-Mail送信」の場合

ご契約者様のスマートフォンなどに送信されたURLを開

くと、生年月日による認証画面が表示されます。個人契約

の場合はご契約者様の生年月日を、法人契約の場合には法

人様の設立年月日をご入力いただきます。認証後、ご契約

内容、約款、同意事項をご確認いただき、ご契約を完了さ

せることができます。領収書をメールで受信することも可

能です。

・URLの有効期限は２４時間となります。エラーが無いのにお

手続きを進めず有効期限が切れると、自動的に再送信されるこ

とがあります。

・認証を３回間違えた場合は、手続き画面から再度送信してい

ただくか、もしくは下書き状態となって依頼は完了していない

ため、再度電子取引入力画面から進んでください。

Attention



92ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

手続方法が「SMS・E-Mail送信」の場合

約款のご確認

各約款をダウンロードし、「約款の内容を確認しま

した」をタップした後に、同意事項のチェック項目

が表示されます。

「以上に同意のうえ、契約手続きを完了します」がタップされ

た時点でご契約締結とみなされます。

Attention

契約完了のお手続き

なお、罹災案件またはセーフティネットの場合は、

保証料の支払いの確認と領収書の希望のチェック項

目は表示されません。



93ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

手続方法が「保証委託契約書をダウンロード」の場合

「保証委託契約書ダウンロード」画面から保証委託契約

書をダウンロードし、印刷してご契約者様に署名・捺印を

いただきましたら、PDFファイルなどに電子化してくださ

い。電子ファイルをアップロードし送信することでご契約

の依頼となり、JIDにて署名・捺印の確認を行います。

・保証委託契約書をアップロードして「送信」をクリックした

時点でご契約の依頼とみなされます。内容をJIDが確認して不

備がある場合、ご契約手続きは完了しません。

・送信前に画面を閉じてしまった場合は、一時保存状態となっ

ており、依頼は完了していないため、再度電子取引入力画面か

ら進んでください。

Attention



94ご契約に関する手続き詳細 ３ – 電子取引依頼

電子取引依頼23

HM24サービスの入会申込を行う

ご契約手続き後、続けてホームマイスター24サービスの

新規入会申込を行うことができます。

完了画面の「続けて、HM24サービスの入会申込を行

う」をクリックすると、ホームマイスター24の入会申込ペ

ージが表示されます。入会申込ページではJIDのご契約情報

と連携し、「会員情報」、「入居者情報」、「物件情報」

の項目が下書きとして自動的に反映されます。

クリックしなかった場合も、ホームマイスター24の新規

入会申込に下書きが保存されており、続きから入力可能で

す。



95ご契約に関する手続き詳細 ４ – 変更依頼

変更依頼24

変更依頼とは？

保証中のご契約内容の変更をWEB上で依頼することができます。

ホームマイスターのサービスを利用している場合は同時に変更依頼されます。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「変更依頼」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention



96ご契約に関する手続き詳細 ４ – 変更依頼

変更依頼24

変更依頼方法

サイドメニューの「契約」をクリックし、変更を依頼し

たいご契約を検索します。検索結果に表示されたご契約を

選択し、「契約情報の詳細」画面に移動します。「契約情

報の詳細」画面にある「変更届依頼」のボタンをクリック

すると、「契約内容の変更依頼」画面が表示され、変更依

頼を行うことができます。



97ご契約に関する手続き詳細 ４ – 変更依頼

変更依頼24

入力欄

賃料 – 賃料の変更

滞納が発生している場合には賃料を変更することが

できません。

ご契約者様の情報 – 氏名(ｶﾅ)

ご契約者様の賃料引落口座について、金融機関での

改姓手続きも済んでいるようでしたら、チェックを

付けてください。



98ご契約に関する手続き詳細 ４ – 変更依頼

変更依頼24

入力欄

緊急連絡先

契約種別が個人の場合にのみ、緊急連絡先の欄が表

示されます。

会社代表者情報

契約種別が法人の場合にのみ、会社代表者情報の欄

が表示されます。



99ご契約に関する手続き詳細 ４ – 変更依頼

変更依頼24

確認画面

契約内容の変更依頼確認画面では、変更を依頼する項目

が表示されます。内容に間違いないかご確認後、画面下部

の「変更依頼」ボタンをクリックして、変更依頼を完了さ

せることができます。

HM24との連動

ホームマイスターのサービス情報も同時に変更依頼

されます。



100ご契約に関する手続き詳細 ５ – 更新依頼

更新依頼25

契約更新とは？

保証期間が満了するご契約を選択し、WEB上で契約更新の依頼を行うことができます。契約更新状況は「更新」、「解約」、「確認中」

から選択することができます。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「契約更新依頼」ボタ

ンが表示されませんので、ご了承ください。

Attention



101ご契約に関する手続き詳細 ５ – 更新依頼

更新依頼25

更新依頼方法

サイドメニューの「契約」をクリックし、更新お手続き

を行うご契約を検索します。検索結果に表示されたご契約

を選択し、「契約情報の詳細」画面に移動します。「契約

情報の詳細」画面にある「契約更新依頼」のボタンをクリ

ックすると、「契約更新の依頼」画面が表示され、更新依

頼を行うことができます。



102ご契約に関する手続き詳細 ５ – 更新依頼

更新依頼25

入力欄：更新

更新時賃料変更

更新時に賃料等を変更することができます。一定の条

件内であれば、再審査せず賃料等のみ変更して更新す

ることが可能です。

・「賃料等」が10万円以下の場合：2万円未満の増額

・「賃料等」が10万円より多い場合：3万円未満の増額

上記の限度額を超えている場合、再審査が必要になり

ます。

保証委託契約書ダウンロード

ご契約の更新の際に保証委託契約書が必要な場合、更

新内容を反映した保証委託契約書をダウンロードする

ことができます。



103ご契約に関する手続き詳細 ５ – 更新依頼

更新依頼25

確認画面

「ご契約内容」画面で内容に間違いないかご確認後、画

面下部の「完了」ボタンをクリックすることで、契約更新

が完了します。



104ご契約に関する手続き詳細 ５ – 更新依頼

更新依頼25

入力欄：解約

契約更新の解約を依頼する場合は、解約日を設定して依

頼を行ってください。

HM24との連動

ホームマイスターのサービスが紐付いている場合に

はチェックボックスが表示されます。チェックを入

れることで、同時に解約を行うことができます。



105ご契約に関する手続き詳細 ５ – 更新依頼

更新依頼25

入力欄：確認中

確認中

更新時賃料変更

更新時の賃料等を変更することができます。一定の条

件内であれば、再審査せず賃料等のみ変更することが

可能です。

・「賃料等」が10万円以下の場合：2万円未満の増額

・「賃料等」が10万円より多い場合：3万円未満の増額

上記の限度額を超えている場合、再審査が必要になり

ます。



106ご契約に関する手続き詳細 ６ – 解約依頼

解約依頼26

解約依頼とは？

保証期間中に保証契約を解約したい場合に、WEB上で解約の依頼を行うことができます。

ホームマイスターのサービスを利用している場合は同時に依頼することができます。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「解約依頼」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention



107ご契約に関する手続き詳細 ６ – 解約依頼

解約依頼26

解約依頼方法

サイドメニューの「契約」をクリックし、解約を依頼し

たいご契約を検索します。検索結果に表示されたご契約を

選択し、「契約情報の詳細」画面に移動します。「契約情

報の詳細」画面にある「解約依頼」のボタンをクリックす

ると、「解約の依頼」画面が表示され、解約依頼を行うこ

とができます。



108ご契約に関する手続き詳細 ６ – 解約依頼

解約依頼26

入力欄

解約日

保証期間内の日付のみ選択可能です。

日割賃料

集送金で解約依頼締切日を過ぎていない場合に表示。

計算結果に表示された金額で最終月の賃料を振替し

ます。初期値は以下のように表示されます。

日割日数：解約日の日付

解約月の日数：解約月の末日

調整金額：0

※調整金額はマイナス値も入力可能です。金額が大

きい場合には内訳の記入もお願いいたします。



109ご契約に関する手続き詳細 ７ – 解約取消依頼

解約取消依頼7

解約取消依頼とは？

解約依頼を行ったご契約において、WEB上で解約の取消を依頼することができます。

解約依頼でホームマイスターのサービスも同時に依頼してしま

った場合、別途ホームマイスターの解約取消依頼を行っていた

だく必要があります。

Attention



110ご契約に関する手続き詳細 ７ – 解約取消依頼

解約取消依頼7

解約取消依頼方法

サイドメニューの「契約」をクリックし、解約取消を依

頼したいご契約を検索します。検索結果に表示されたご契

約を選択し、「契約情報の詳細」画面に移動します。「契

約情報の詳細」画面にある「解約取消依頼」のボタンをク

リックすると、「解約取消依頼」画面が表示され、解約取

消依頼を行うことができます。



111ご契約に関する手続き詳細 ８ – 管理会社・賃貸人の変更依頼

管理会社・賃貸人の変更依頼28

管理会社・賃貸人の変更依頼とは？

WEB上でご契約の管理会社・賃貸人の情報変更を行うことができます。複数の契約に対して一括で変更依頼を行うことも可能です。

ホームマイスターのサービスを利用している場合は同時に変更依頼されます。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「管理会社・賃貸人の

変更依頼」ボタンが表示されませんので、ご了承ください。

Attention



112ご契約に関する手続き詳細 ８ – 管理会社・賃貸人の変更依頼

管理会社・賃貸人の変更依頼28

管理会社・賃貸人の変更依頼方法

サイドメニューの「契約」をクリックし、変更を依頼し

たいご契約を検索します。検索結果に表示されたご契約を

選択し、「契約情報の詳細」画面に移動します。「契約情

報の詳細」画面にある「管理会社・賃貸人の変更届依頼」

のボタンをクリックすると、「管理会社・賃貸人の変更届

依頼」画面が表示され、変更依頼を行うことができます。



113ご契約に関する手続き詳細 ８ – 管理会社・賃貸人の変更依頼

管理会社・賃貸人の変更依頼28

入力欄

管理会社の変更の有無

管理を外れる場合は「変更あり」にチェックを付け、

変更後の項目を入力します。次の管理を行う会社ま

たは管理者が全く分からない場合は「不明」にチェ

ックを付けてください。



114ご契約に関する手続き詳細 ８ – 管理会社・賃貸人の変更依頼

管理会社・賃貸人の変更依頼28

入力欄

賃貸人の変更の有無

賃貸人が変わる場合、または送金明細表 送付先が変

わる場合は「変更あり」にチェックを付け、変更後

の項目を入力します。管理を外れるなどで、次の賃

貸人が全く分からない場合は「不明」にチェックを

付けてください。



115ご契約に関する手続き詳細 ８ – 管理会社・賃貸人の変更依頼

管理会社・賃貸人の変更依頼28

入力欄

送金口座の変更の有無

送金先が変わる場合は「変更あり」にチェックを付

け、変更後の送金先を入力してください。管理を外

れるなどで、今後の送金先が分からない場合は「不

明」にチェックを付けてください。



116ご契約に関する手続き詳細 ８ – 管理会社・賃貸人の変更依頼

管理会社・賃貸人の変更依頼28

確認画面

管理会社・賃貸人の変更依頼確認画面では、変更を依頼

する項目が表示されます。内容に間違いないかご確認後、

画面下部の「変更依頼」ボタンをクリックして、変更依頼

を完了させることができます。

HM24との連動

ホームマイスターのサービス情報も同時に変更依頼

されます。



117ご契約に関する手続き詳細 ８ – 管理会社・賃貸人の変更依頼

管理会社・賃貸人の変更依頼28

管理会社・賃貸人の変更依頼方法（一括依頼）

サイドメニューの「契約」をクリックし、検索一覧で変

更を依頼したいご契約にチェックマークを付けます。

次に「管理会社・賃貸人 一括変更依頼」のプルダウン

を選択し、「実行」をクリックします。

その後「管理会社・賃貸人の変更 一括依頼」画面で変

更したい項目を入力して、一括で変更依頼を行うことがで

きます。件数が多い場合に便利な機能です。



118ご契約に関する手続き詳細 ９ – 事故報告

事故報告29

事故報告とは？

WEB上で未納賃料等の報告を行うことができる機能のことを指します。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「事故報告」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention



119ご契約に関する手続き詳細 ９ – 事故報告

事故報告29

事故報告方法

サイドメニューの「契約」をクリックし、事故報告を行

いたいご契約を検索します。検索結果に表示されたご契約

を選択し、「契約情報の詳細」画面に移動します。

「契約情報の詳細」画面にある「事故報告」のボタンを

クリックすると、「事故報告」画面が表示され、事故報告

を行うことができます。事故報告ボタンを利用できない場

合は、「事故状況」の欄からメールにて報告を行うことが

できます。



120ご契約に関する手続き詳細 ９ – 事故報告

事故報告29

入力欄

滞納内容

滞納が発生している対象年月にチェックを付け、滞

納状況を入力します。

滞納内容 – 対象年月

対象年月の右横に、以下のような事故対応の状況が

表示されます。

依頼中：JIDへ事故報告を依頼中

処理中：事故報告を受けJID側にて事故対応中

解決済：対象年月に対しての事故対応が完了

いずれかのステータスが表示されている場合、その

年月を含む過去の年月は選択できません。



121ご契約に関する手続き詳細 ９ – 事故報告

事故報告29

確認画面

事故報告の確認画面では、入力画面で入力した内容が表

示されます。内容に間違いないかご確認後、画面下部の

「事故報告依頼」ボタンをクリックして、事故報告を行う

ことができます。事故報告に関して、JIDからの確認事項が

ある場合は、契約状況または事故状況のダッシュボードに

反映いたします。



122ご契約に関する手続き詳細 ９ – 事故報告

事故報告29

入力欄

事故状況 – 内容の記載

メールでの事故報告を行う場合は、入力エリアに送

信する内容を自由に記載してください。

事故状況 – メール送信

「メール送信」ボタンを押すと確認メッセージが表

示されます。「はい」を選択すると、入力エリアの

内容がJID宛に送信されます。また、ユーザー様にも

同じメールが控えとして送信されます。到着したメ

ールを確認後、JIDにて内容の反映を行いますが、お

時間をいただく場合がございます。



123ご契約に関する手続き詳細 10 – 入金報告

入金報告210

入金報告とは？

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「入金報告」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention

滞納金額のある案件に対して、WEB上で入金報告を行うことができる機能のことを指します。



124ご契約に関する手続き詳細 10 – 入金報告

9

入金報告方法

サイドメニューの「契約」をクリックし、入金報告を行

いたいご契約を検索します。検索結果に表示されたご契約

を選択し、「契約情報の詳細」画面に移動します。「契約

情報の詳細」画面にある「入金報告」のボタンをクリック

すると、「入金報告」画面が表示され、入金報告を行うこ

とができます。

入金報告210



125ご契約に関する手続き詳細 10 – 入金報告

9

入力欄

入金情報 – 入金額

表示されている滞納金額よりも大きい金額は入力で

きません。

入金報告210

入金情報 – 入金日

入金があった日付を入力して下さい。

未来の日付を入力することはできません。



126ご契約に関する手続き詳細 10 – 入金報告

9

確認画面

入金報告の確認画面では、入力した入金情報と、それに

対する滞納金額の残額が表示されます。内容に間違いない

かご確認後、画面下部の「入金報告依頼」ボタンをクリッ

クして、入金報告を完了させることができます。

入金報告に関して、JIDからの確認事項がある場合は、事

故状況のダッシュボードに反映いたします。

入金報告210

滞納金額 – 入金後の滞納金額

入金前の滞納金額から、入力した入金額を引いた金

額が表示されます。
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ホームマイスター24に関する基本機能

１ – ダッシュボード・・・・・・・・・・・・・・・１２８

もくじ

ホームマイスター24に関する基本機能



128ホームマイスター24に関する基本機能 1 – ダッシュボード

9 ダッシュボード21

①サイドメニュー（全画面共通）

ホームマイスター24 でご利用いただける機能を表示して

います。クリックして各機能の画面に移動することができ

ます。

「ユーザー管理」機能は、ユーザー区分が「代理店管理

ユーザー」の場合にのみ表示されます。

②機能切替タブ（全画面共通）

JID-WEBの機能へ切り替えることができます。

①

②

各メニューとボタン



129ホームマイスター24に関する基本機能 1 – ダッシュボード

9 ダッシュボード21

③緊急のお知らせ

緊急メンテナンスの告知等、緊急度の高いお知らせを表

示します。お知らせが無い場合は表示されません。

④株式会社ホームマイスター24からのお知らせ

ホームマイスター24からのお知らせを表示します。直近

４件がデフォルトで表示されています。

⑤サービス状況

サービス状況を件数表示します。

⑥管理会社の変更に伴う会員の受け入れはこちら

「管理会社の変更に伴う会員の受け入れ」画面に移動し

ます。

各メニューとボタン

③

④

⑤

⑥



130ホームマイスター24に関する基本機能 1 – ダッシュボード

9 ダッシュボード21

各サービスの状況に応じた件数が表示されます。

⑤サービス状況

新規入会申込：ステータスが「下書き」のお申込。

申込者様確認中：「下書き」のうち、お客さまへの電子取引を依頼中のもの

送信エラー・失効： 「下書き」のうち、送信エラー、もしくはリンクの有効期限が切れたもの

サービス満了日超過：ステータスが「更新確認中」でサービス満了日が超過している会員情報。

更新手続き待ち：ステータスが「更新確認中」で更新手続き待ちの会員情報。

入電・出動報告書未確認：未確認の入電・出動報告書がある会員情報。

確認事項：未確認の確認事項がある会員情報。

表示件数のルール



131ホームマイスター24に関する基本機能 1 – ダッシュボード

9 ダッシュボード21

管理会社の変更に伴う会員の受け入れとは？

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「管理会社の変更に伴

う会員の受け入れはこちら」リンクが表示されませんので、ご

了承ください。

Attention

物件に対して管理会社の変更を申請することができます。
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ホームマイスター24に関する手続き詳細
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133ホームマイスター24に関する手続き詳細 1 – 会員 検索一覧

9 会員 検索一覧2１

表示内容

サイドメニューの「会員検索」をクリックすると、

「会員検索」画面が表示され、会員情報を検索するこ

とができます。

検索結果に表示された会員情報をクリックすると、

会員詳細画面に移動します。また、画面右側の「操

作」列にあるボタンをクリックすることで、会員情報

に対して行う操作を選ぶことができます。

なお、ステータスが「キャンセル済み」または「解

約済み」の会員情報は一定期間経過後に削除されます。



134ホームマイスター24に関する手続き詳細 1 – 会員 検索一覧

9 会員 検索一覧2１

サービス更新状況の表示内容

ステータスが「更新確認中」になると「サービス更

新状況」へステータスが表示されます。

更新手続き待ち

御社で更新手続きが必要な会員様です。

サービス満了日超過

御社で更新手続きが必要な会員様で、かつサービス期間満了

日を超過した会員様です。

HM更新手続中

HM24で更新手続中ですが未完了の会員様です。

HM更新満了日超過

HM24で更新手続中ですが未完了の会員様で、かつサービス

期間満了日を超過した会員様です。

JID更新手続中

更新手続きがJID引落となる会員様です。



135ホームマイスター24に関する手続き詳細 1 – 会員 検索一覧

9 会員 検索一覧2１

依頼中の案件を照会

「依頼中の案件を照会する」にチェックをして照会

を行うと、「下書き保存した入会申込依頼」や、会員

情報に対する「変更依頼」、「解約依頼」を行った一

覧を表示し、依頼の状況を確認することができます。

検索結果

「依頼中の案件を照会する」にチェックをして照会

した場合は「依頼状況」、「依頼日」、「依頼種

別」列が表示され、「サービス更新情報」、「ステ

ータス」列が非表示になります（前頁の検索結果画

像参照）。



136ホームマイスター24に関する手続き詳細 1 – 会員 検索一覧

9 会員 検索一覧2１

ダウンロードできるCSVの項目

No ヘッダ 出力例 備考

1 会員番号 XXXXXXXX 入会申込が受け付けられていない場合はブランク

2 サービス開始日 2021/04/01

3 サービス満了日 2023/04/30

4 会員名 会員名称

5 利用サービス ホームマイスター24

6 プラン 2年

7 物件名 物件Ａ １０１

8 JID連携 AA00000
JIDの保証との連携がある場合、保証番号を表示
する

9 サービス更新状況 サービス満了日超過

10 ステータス サービス提供中

①状態絞込の「依頼中の案件を照会する」にチェックをせずに、会員情報を照会した場合

以下の項目をCSVファイルでダウンロードすることができます。



137ホームマイスター24に関する手続き詳細 1 – 会員 検索一覧

9 会員 検索一覧2１

ダウンロードできるCSVの項目

No ヘッダ 出力例 備考

1 会員番号 XXXXXXXX

2 サービス開始日 2021/04/01

3 サービス満了日 2023/04/30

4 会員名 会員名称

5 利用サービス ホームマイスター24

6 プラン 2年

7 物件名 物件Ａ １０１

8 JID連携 AA00000
JIDの保証との連携がある場合、保証番号を表示
する

9 依頼状況 依頼中

10 依頼日 2021/10/20

11 依頼種別 HM24入会申込依頼

②状態絞込の「依頼中の案件を照会する」にチェックをして、依頼したときの内容を照会した場合

以下の項目をCSVファイルでダウンロードすることができます。



138ホームマイスター24に関する手続き詳細 2 – 会員 詳細編集

9 会員 詳細編集22

表示内容

お申込情報を確認することができます。お申込の

ステータスに応じて画面下部に利用可能なボタンが

表示されます。

確認事項

お申込の不備など、確認事項がある場合に表示さ

れます。確認後は「確認する」ボタンをクリック

してください。「確認する」ボタンがクリックさ

れた確認事項は、ダッシュボードの「サービス状

況」内の「確認事項」の件数から除かれます。



139ホームマイスター24に関する手続き詳細 2 – 会員 詳細編集

9 会員 詳細編集22

各ボタン表示条件

①下書き削除

新規入会申込前で下書きがある場合にボタン表示

②下書き保存

新規入会申込前の場合にボタン表示

③確認画面へ

新規入会申込前の場合にボタン表示

① ② ③



140ホームマイスター24に関する手続き詳細 2 – 会員 詳細編集

9 会員 詳細編集22

各ボタン表示条件

④変更の依頼

依頼中ではなく、ステータスが「キャンセル済み」 「解約済

み」以外の場合にボタン表示

⑤更新の依頼

依頼中ではなく、ステータスが「更新確認中」で更新可能な

場合にボタン表示

⑥解約の依頼

解約可能なサービスであり、依頼中ではなく、ステータスが

「サービス提供前」「サービス提供中」「更新確認中」以外

の場合にボタン表示

④ ⑤ ⑥



141ホームマイスター24に関する手続き詳細 2 – 会員 詳細編集

9 会員 詳細編集22

各ボタン表示条件

⑦解約取消の依頼

解約取消可能なサービスで、ステータスが「解約予定」「解

約済み」の場合にボタン表示

⑧入会申込書（控）

入会申込が受け付けられており、申込書が出力可能なサービ

スの場合にボタン表示

⑨領収書

電子メール領収書が未発行で、入会申込またはサービス更新

依頼が受け付けられている場合にボタン表示

※受付後、1度も領収書を発行していない場合のみ、クリックすること

ができます。

⑧ ⑨

⑦



142ホームマイスター24に関する手続き詳細 3 – 入電・出動報告

9 入電・出動報告23

入電・出動報告の確認方法

サイドメニューの「会員検索」をクリックし、入電・出

動報告を確認する会員を検索します。検索結果に表示され

た会員を選択し、「会員詳細」画面に移動します。

「会員詳細」画面の下部で入電・出動対応報告の詳細を

確認することができます。

入電・出動報告

入電・出動報告の「確認する」ボタンをクリックす

ると、ダッシュボードの「入電・出動報告書未確

認」の件数から除かれます。



143ホームマイスター24に関する手続き詳細 3 – 入電・出動報告

9 入電・出動報告23

メール通知の設定について

入電・出動対応報告書が作成または更新された際に、メ

ール通知の有無を設定することができます。初期状態では

メール通知を「する」に設定されています。

メール通知の設定を変更する場合は、画面右上の「設

定」をクリックします。「ユーザー設定の変更」画面下部

の「HM24のメール通知の設定変更」からメールの有無を

変更することができます。

入電・出動報告メールは、該当する報告内容を閲覧可能

な方、全員に送られます。物件管理担当ではないなど配信

が不要な方は、メール通知しない設定にご自身で変更して

ください。

Attention

その他の依頼結果の個別メール通知については、初期状態では

メール通知を「しない」に設定されています。



144ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

入会申込とは？

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「入会申込」メニュー

が表示されませんので、ご了承ください。

Attention

WEB上で新規の入会申込を依頼することができます。



145ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

入会申込方法

サイドメニューの「入会申込」をクリックすると、「入

会申込」画面を開くことができます。



146ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

入力欄

サービス内容 – 利用サービス

代理店様ごとにお申込可能なサービスのみが選択肢

に表示されます。

サービス内容 – サービス料領収日

選択した利用サービスの請求方法が「月額」の場合

は入力が省略されます。

サービス内容 – サービス料（お客様負担）

領収書を発行する利用サービスにおいては、領収金

額へ表示されます。また、後日お送りするご請求書

のサービス料の項目へ金額が表示されます。



147ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

入力欄

JID連携について

すでにJIDと契約している場合は、チェックボックス

にチェックを入れ、保証番号を入力して読込ボタン

を押すことで、JIDの契約情報と同期します。この連

携を行っておくと、今後JID側で契約内容変更などの

各種手続きをした際も、会員情報が連動して手続き

されるようになります。

家財総合保険

利用サービスが「住まいサポートplus」の場合のみ、

「家財総合保険」の入力欄が表示されます。



148ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

入力欄

入居者情報 – 入居者

「会員含め入居」を選択した場合、「会員情報」で

入力した情報が「入居者（1）」に反映されます。



149ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

入力欄

入会手続

利用サービスによっては表示されず、入会申込依頼

を行うことでそのまま完了します。

入会手続方法 – 手続方法

SMSまたはE-Mailで手続き中の場合、送信した日時

と進捗が表示されています。



150ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

確認画面

ご入力いただいた内容を確認することができます。

入力内容の確認後、選択いただいた手続き方法で手続き

を完了させてください。（次頁参照）

電子取引の手続きボタン

選択された入会手続方法により、表示されるボタン

が異なります。

「SMS送信」または「E-Mail送信」を選択した場合

は、「約款・同意URL送信」ボタンが表示されます。

「入会申込書をダウンロード」を選択した場合は

「入会申込書ダウンロード」ボタンが表示されます。

また、利用サービスによっては「完了」ボタンが表

示されます。



151ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

手続方法が「SMS・E-Mail送信」の場合

お申込者様のスマートフォンなどに送信されたURLを開

くと、生年月日による認証画面が表示され、個人の場合は

お申込者様の生年月日を、法人の場合には法人の設立年月

日をご入力いただきます。認証後、ご入会内容、約款、同

意事項をご確認いただき、入会手続きを完了させることが

できます。

・URLの有効期限は２４時間となります。エラーが無いのにお

手続きを進めず有効期限が切れると、自動的に再送信されるこ

とがあります。

・認証を３回間違えた場合は、手続き画面から再度送信してい

ただくか、もしくは下書き状態となって依頼は完了していない

ため、再度入会申込画面から進んでください。

Attention



152ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

手続方法が「SMS・E-Mail送信」の場合

約款のご確認

各約款をダウンロードし、「約款の内容を確認しま

した」をタップした後に、同意事項の項目が表示さ

れます。

Attention

「以上に同意のうえ、入会手続きを完了します」がタップされ

た時点で入会手続きの完了とみなされます。



153ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

手続方法が「入会申込書をダウンロード」の場合

「入会申込書ダウンロード」画面から入会申込書をダウ

ンロードし、ご入会者様にご確認いただきます。申込内容

をご確認の上、署名された入会申込書をアップロードし送

信することでお申込の依頼となり、HM24にて署名の確認

を行います。

Attention

・入会申込書をアップロードして「送信」をクリックした時点

でお申込の依頼とみなされます。内容をHM24が確認して不備

がある場合、お申込手続きは完了しません。

・送信前に画面を閉じてしまった場合は、下書き状態となって

おり、依頼は完了していないため、再度入力画面から進んでく

ださい。



154ホームマイスター24に関する手続き詳細 4 – 入会申込依頼

9 入会申込依頼24

メール通知の設定について

入会申込が完了した際に、メール通知の有無を設定す

ることができます。初期状態ではメール通知を「しな

い」に設定されています。

メール通知の設定を変更する場合は、画面右上の「設

定」をクリックします。「ユーザー設定の変更」画面下

部の「HM24のメール通知の設定変更」からメールの有

無を変更することができます。



155ホームマイスター24に関する手続き詳細 5 – 変更依頼

9 変更依頼25

変更依頼とは？

WEB上で会員情報の変更を依頼することができます。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「変更依頼」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention



156ホームマイスター24に関する手続き詳細 5 – 変更依頼

9 変更依頼25

変更依頼方法

サイドメニューの「会員検索」をクリックし、変更を依

頼したい会員を検索します。検索結果に表示された会員を

選択し、「会員詳細」画面に移動します。「会員詳細」画

面にある「変更の依頼」のボタンをクリックすると、「変

更の依頼」画面が表示され、変更の依頼を行うことができ

ます。



157ホームマイスター24に関する手続き詳細 5 – 変更依頼

9 変更依頼25

入力欄

JID連携について

すでにJIDと契約している場合は、チェックボックス

にチェックを入れ、保証番号を入力して追加ボタン

を押すことで、JIDの契約情報と同期します。この連

携を行っておくと、今後JID側で契約内容変更などの

各種手続きをした際も、会員情報が連動して手続き

されるようになります。

JID連携されている場合、「入居者情報」のみ変更の

依頼が可能です。



158ホームマイスター24に関する手続き詳細 5 – 変更依頼

9 変更依頼25

確認画面

変更依頼の確認画面では、変更を依頼する項目が表示さ

れます。内容に間違いないかご確認後、画面下部の「変更

依頼」ボタンをクリックして、変更依頼を完了させること

ができます。



159ホームマイスター24に関する手続き詳細 6 – 解約依頼

9 解約依頼26

解約依頼とは？

入会後にサービスを解約したい場合に、WEB上で解約の依頼を行うことができます。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「解約依頼」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention
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9 解約依頼26

解約依頼方法

サイドメニューの「会員検索」をクリックし、解約を依

頼したい会員を検索します。検索結果に表示された会員を

選択し、「会員詳細」画面に移動します。「会員詳細」画

面にある「解約の依頼」のボタンをクリックすると、「解

約、またはキャンセル依頼」画面が表示されます。



161ホームマイスター24に関する手続き詳細 6 – 解約依頼

9 解約依頼26

入力欄

日付

サービス提供前の日付を指定した場合は、自動的にキ

ャンセルの依頼となります。

理由

「その他」を選択した場合は、解約またはキャンセル

の理由の記入が必要です。



162ホームマイスター24に関する手続き詳細 7 – 解約取消依頼

9 解約取消依頼27

解約取消依頼とは？

解約のお手続きが完了している会員のみ解約取消の依頼を行う

ことができます。解約依頼中の会員に対して解約取消の依頼を

行うことはできません。

Attention

解約依頼を行った会員に対して、WEB上で解約の取消を依頼することができます。



163ホームマイスター24に関する手続き詳細 7 – 解約取消依頼

9 解約取消依頼27

解約取消依頼方法

サイドメニューの「会員検索」をクリックし、解約取消

の依頼のお手続きを行う会員を検索します。検索結果に表

示された会員を選択し、「会員詳細」画面に移動します。

「会員詳細」画面にある「解約取消の依頼」のボタンをク

リックすると、「解約取消の依頼」画面が表示され、解約

取消の依頼を行うことができます。



164ホームマイスター24に関する手続き詳細 8 – 更新依頼

9 更新依頼28

更新とは？

サービス期間が満了する会員を選択し、WEB上で更新の依頼を行うことができます。

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様は、画面上に「更新依頼」ボタンが

表示されませんので、ご了承ください。

Attention



165ホームマイスター24に関する手続き詳細 8 – 更新依頼

9 更新依頼28

更新依頼方法

サイドメニューの「会員検索」をクリックし、更新お手

続きを行う会員を検索します。検索結果に表示された会員

を選択し、「会員詳細」画面に移動します。「会員詳細」

画面にある「更新の依頼」のボタンをクリックすると、

「更新の依頼」画面が表示され、更新依頼を行うことがで

きます。



166ホームマイスター24に関する手続き詳細 8 – 更新依頼

9 更新依頼28

入力欄

更新内容

「更新サービス料（お客様負担）」の変更可能なサービス

を更新する場合は、設定可能な範囲の金額を入力してくだ

さい。

Attention

Attention



167ホームマイスター24に関する手続き詳細 8 – 更新依頼

9 更新依頼28

確認画面

更新依頼の確認画面では、入力画面で入力した内容が表

示されます。内容に間違いないかご確認後、画面下部の

「更新の依頼」ボタンをクリックして、更新依頼を行うこ

とができます。



168ホームマイスター24に関する手続き詳細 9 – 管理会社の一括変更依頼

9 管理会社の一括変更依頼29

管理会社の一括変更依頼とは？

WEB上で管理会社の変更を一括で行うことができます。

Attention

「登録権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用いただくこと

ができる機能です。「参照権限」あるいは「CSV権限」のみし

かお持ちでないユーザー様はご利用になれませんので、ご了承

ください。



169ホームマイスター24に関する手続き詳細 9 – 管理会社の一括変更依頼

9 管理会社の一括変更依頼29

管理会社の変更依頼方法

サイドメニューの「会員検索」をクリックし、検索結果

で変更を依頼したい会員にチェックマークを付けます。

次に「管理会社 一括変更依頼」のプルダウンを選択し、

「実行」をクリックします。

その後「管理会社の変更 一括依頼」画面で変更したい

項目を入力して、一括で変更依頼を行うことができます。

対象となる会員情報

JID連携がある会員は、ホームマイスター24から管理

会社の変更依頼を行うことができません。JID連携が

ある会員の場合は自動的にチェックマークが外れま

すので、JID側から依頼を行ってください。



170ホームマイスター24に関する手続き詳細 9 – 管理会社の一括変更依頼

9 管理会社の一括変更依頼29

入力欄

変更時期

入力月から6ヶ月先までの計7ヶ月の中から変更時期

を選択できます。

管理会社

「変更あり」にチェックを付け、変更後の項目を入

力します。次の管理を行う会社または管理者が全く

分からない場合は「不明」にチェックを付けてくだ

さい。



171ホームマイスター24に関する手続き詳細 9 – 管理会社の一括変更依頼

9 管理会社の一括変更依頼29

確認画面

確認画面では、変更対象となる会員情報と変更を依頼す

る項目が表示されます。内容に間違いないかご確認後、画

面下部の「変更依頼」ボタンをクリックして、変更依頼を

完了させることができます。



172

請求・明細確認

１ – 請求・明細確認・・・・・・・・・・・・・・・・１７２

もくじ

請求・明細確認

Attention

「請求･明細閲覧権限」をお持ちのユーザー様だけがご利用い

ただくことができる機能です。権限をお持ちでないユーザー様

はご利用になれませんので、ご了承ください。



173請求・明細確認機能 １ – 請求・明細確認

請求・明細確認11

「請求・明細確認」では、毎月の代理店様へのご請求内

容を確認することができます。

請求・明細確認とは？

検索結果

代理店コードを選択して照会すると、請求一覧が月

ごとに表示されます。

代理店コード

請求先の代理店コードを選択してください。今まで

請求がなかった代理店コードは表示されません。

ファイルダウンロード

請求書ファイルにて明細を確認できます。複数の代

理店コードをお持ちの場合、１つのファイルに集約

されます。



174

管理機能

１ – ユーザー管理・・・・・・・・・・・・・・・・・１７４

もくじ

管理機能



175管理機能 １ – ユーザー管理

ユーザー管理11

「ユーザー管理」では、代理店管理ユーザーが所属する

代理店のユーザー様の照会や編集、新規ユーザーの登録が

可能です。ユーザー権限の設定もこちらで行います。

代理店管理ユーザーだけがご利用いただくことができる機能で

す。代理店管理ユーザーではないユーザー様は、サイドメニュ

ーに「ユーザー管理」が表示されませんので、ご了承ください。

Attention

ユーザー管理とは？

検索結果

検索条件に応じて、所属代理店のご利用ユーザー様

の情報が一覧で表示されます。



176管理機能 １ – ユーザー管理

ユーザー管理21

「ユーザー一覧」画面右上の「新規ユーザー登録」から

ユーザーを追加することができます。

新規ユーザー登録

ユーザー情報 – ユーザー区分

区分ごとの違いについては本書、はじめに – 事前に

お決めいただく事項のページをご参照ください。

ユーザー情報 – ログインID

すでに使われているメールアドレスは登録できませ

ん。



177管理機能 １ – ユーザー管理

ユーザー管理21

検索結果に表示されたユーザーをクリックすると、「ユ

ーザー編集」画面が表示され、ユーザー情報の編集や削除

が可能です。

ユーザー編集

ユーザー情報 – 状態

無効状態のユーザーはJID-WEB にログインすること

ができません。ログイン中に無効状態に変更された

ユーザーは、変更時点で強制的にログアウトされま

す。削除とは異なり無効化されている限り、同じメ

ールアドレスを使用して新規ユーザー登録もできま

せん。なお、ログインユーザー自身の状態を無効に

することはできません。

このユーザーを削除

ログインユーザー自身を削除することはできません。
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