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個人契約のお申込について

個人契約でのお申し込みの場合は、最低限の書類として下記3点ので準備が必要と
なります。

書 すべての項目にこ記入をお願いします。また申込者のこ署名が必須となります。申込

申込者のこ署名が必須となります。
同意兼確認書

なお仲介会社の社名・こ担当者もこ記入ください。

本人確.忍書類生年月.日が記芭Lれている身分証明白で下記のいずれ力」をこ提出くだしい0

※賃貸借契約が連名契約の場合、上記の必要書類を契約者の人数分こ用意いただきお申込をお願いいたします。

申込書

十
^

また、申込者が下記にあてはまる場合は、所定の追加白類が必要となります。なお審査

途中段階で、下記以外の追加書類をお願いする場合もこざいます。

同意書兼確認害

+

ロロロロロ

上記以外の必要書類

ι異^、■●

1 " 1111五刀

未成年

外国籍

生活保護受給者

年金受

無職

内定者・

学生

自営業

就職安金

本人確認害類

゛冒鬼,『1^nr'11,r,

:;器::::::::'

.........

親権者同意書(外国籍の未成年者も含む)

在留力ード(表裏面)/外国人登録証明害(表裏面)/特別永住者証明書(表裏面)
※在留資格・在留期限が確認できるもの

保護決定通知書(受給額が確認できるもの)

年金支払通知(受給額が確認できるもの)

通帳コピー/失業手当受給証/雇用保険被保険者証/源泉徴収票など
(生活の糧が確認できるもの)

内定通知採用通知など

学生証/合格通知など

確定申告書類/課税証明書類/通帳のコピーなど

労金申請書/労金契約書など(融資内容結果が確認できるもの)者
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申込書(個人契約)の記入例

申込書はすべての項目を埋めてください。情報がない場合は
「なし」とこ記入ください。空欄がある場合は確認のため、審査
にお時問を頂きます。

保証委託及ぴ立替払委託申込書(個人用)ⅧRE仁RUIT
F口RRENT IN5URE

^冨ミ言§奮'醐製窒:、ご逮'讐1を、発宗発1る各郭三二31すお問合せ電話岳号
申込用FAX:0570心09・97フ 0570,030-123

00日ころ 前家賃
00.口入居予定 20年月1上甸中旬C下旬 1¥定)契約極別普通借家

三ナトクヒガシシンハシ、ワりガオチウキョウ

蹴賃 140,000丁鬻'曳曳東六 @ 港区東新橋0-00-0咋や謹東京 痢県

4,000共益間取り・rr1数71!.:ノト:,ン乏ヨン1 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OK

5,000駐車料金
号室 d

その他費用

1,000礼金 140,000 冉〔駐輪場〕
k 、お制を預きます.月求傾ある熔合、

150000合

予項目記入梱
入居申込を保証申込
合の予備項目です。

フォレントマンションと葱ねる坦

280,000円乎喬引票
申込雪雌ての碩目を則てくださし、^凱

A、0000 〔車毅〕
トキヰつJガナ

現住所 T

露

090-0000-0000

四^極へ

例

ンシュア太郎

03 -0電同定

②・女名氏 インシュア太郎 090-0000 0000話携帯

000000000000許謹岳号0OB ( 00 ト"9 65年 月生年月日

1抑 2註身仔供有り) 3 偶者有り 4.畑身【偏婚) 5そΦ他( 日本家韻栴蔵 籍
示社の合について1 貸 2.家族所有コ牡宅ノ案 4公営住宅 5゛自己所有 6モの他程1韻

121
こ返済額現在の
{住電0ーン以外」4配偶煮 5.左N知,、、 6.保飽会 7.その他 t0電0ーン丑ヨ卸 お勤め先欄に「派遣元」を、備考欄に2.兄男 3臼

6 問 71結虻1 2独立 3就駐ノ入学 4転勃 5.駈堵距由 ,
「派遣先」(名称・所在地砥話番号)をこ

8 生活3轟、鶚艮 4 目健笑 5バ主 バ¥ト 8 早生 7年企が主な収入I a 21社日以外【t興約牡貝._相 記入ださい。
10 図療壊閃喨ノサービスθ陸苅 9教口2.不動産 3.趣業ノエ事 4駒迭 5 打 6 広皆業

0000 000003フりガナカプシきつニイシ,マ重レント!ヲウ' 霜

株式会社フォレント商事名称 年馴税込)

.緊急連絡先について従真員霊

フりガナ 1之__そウ J'ユ才ごLウクンザ. 原則世帯を別とした親族(日本在住の方てお願いしま
@道住所 中央区銀座0-0-0 すこ親族がいらっしゃらない場合のみ、こ友人の方をこ束京元
府県

記入くたさいなお、外国人の方や未成年者かこ契約者と
フクカフクオカノチヌオウクデカサカフ'りガナ

ーなる場合才下記の通りこ記入をお願いいたします^^

緊・現住所弓隻9..福岡
司

福岡市区赤坂0-0・ 外国人緊急連絡先は日本在住の方府
、^●

生年月日栖)未成年者「親権者同一」とあわせて緊急連絡先は親権者婿ι闘住1?リ歩____で雪」三七 コノ、

電固定
オレント花子・、母 000000話婿

15万月収(税込)年収(税込) 18リガナ 万円万円

株式会社インシュア流通センター 9勤務先電露

3匙ι族(申込者以外) 4 モの他【2

4 "捻式会社りウルートコ.レントインツユヲ

担当aεをこ記入ください

100万円召
なし召

/

円

つりガナ

5

101

0 円

口は「芯し」とこ猷くださし、

0000 〔
,ヨダクソトカンダ

1由込者のみ
続

゛

番号について
運転免許証をお持ちの場合は必ず免

許証に記載の番号をで記入ください。
ン゛エアダロウ

千七田区外'田

賃貸借契約で連帯保証人を兼ね
る予定の場合はお勤め先名称・年
収月収勤務先電話番号をこき己入
ください。

仲介会社・管理会社様
当社と業務委託契約を締結一れてい
る管理元の不動産会社は「管理会社
欄へ仲介会ネは「仲介会社に一記入
くたさ、

円宜

男堂

1207S1■4

^忠込 iイ、負訓

・母庭

"日人【田】

・理会社,,'飾'".

株式会社 00管理
東京都中央区00 0-0
TEL.03,0000.0000 ドAX 03-0

担始 000

仲介会社゛師'吐名

株式会社 000不動産
東京都中央区明石町0、
TEL.03.0000-000O FAX.03-0000-0000

担当 0 0

こ田幽礎印
又はサイン

女

込者および

日

1900年0月0日

2000年0月0日

現職の勤続年数力沿ケ月以内の場
合は前職の社名・所在地・勤続年
数をこ記入ください。

性

考柵

カ"L

1史牝{中'a旧己B牡●投乱及Uモの他入嘱子牢●が.画1担.0ゴ郵轟.力四員

れらを10,遅劇専」亡い3 】にN血し享いこと刃U武功ち号0叉.1,れが

申込内容に相違かないことをこ" a,卓a璃が闘宜に実質武L闘与しているとRめ5モ暫キιこ

確認いただき、こ本人かこ署名く..乳学架謡畷爵践此鴛器噐静逐";島
ださし、。 fるーと工投員地"宜に寅質齡1'口与しτい毛芥が巨力甑呼と牡0

合は偶毛厨に町置の牡名・高Ⅱ地 0枕ヰ註毛
く 1ビさ1、L

的盲にモ駐の盲貸入似U会牡^脚

嘉ノFAX番号

の叫研年融が6ケ月以円
系遣社興の方はネ逗先毛

坑凱にてⅢ込"様への契釣内専の説剛およぴご本人破認を1Υいました。

罰

月分まで
受領予定

電話ノF貞X岳号・担当名名老こ記入くた亡い.

轡し牽した

インシュアさくら

インシュアー郎
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n氏則仟 保証委託及ぴ立替払委託申込書(個人用)Ⅷ株式会社りクルートフォレントインシユア

申込用FAX:0570・009・977庁3倉芸'戸呉四綴器禽謬熊課腎二忌鞭犠朧黙龜擬那詣汁仁力乃鳴

こ担当者印
又はサイン

契約種別普通借家

フりガナ

物件
所在地

物件名

定期借家はこちらに
チエックして下さい

フりガナ

敷金
(保証金)

●図入居予定 20年月

現住所

都道

府県

フりガナ
^^^^^^r-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

氏名

生年月日

家族構成

現種類
住

^千脊居 イ呆冒正ノ、.

転居理由

職種

業種

フりカナ

円

電固定

^

話携帯

(西暦) 日(年 月
運転免許証番号

1独身 2.独身(子供有り) 3.配偶者有り 4.単身(既婚) 5.その他( (お持ちの方は必ず
こ記入ください)

1.賃貸 2.家族所有 3.社宅ノ寮 4.公営住宅 5.自己所有 6.その他
こ返済額現在の家

1.親 2.兄弟 3.親族 4.配偶者 5.友人ノ知人 6.保証会社 7.その他 (住宅口ーン返済額) (住宅口ーン以外)

1.結婚 2.独立 3.就職ノ入学 4.転勤 5.転職 6.通勤時間 7.手狭 8.家賃が高い 9.環境 10.その他(

1.正社員 2.正社員以外(口契約社員派遣社員) 3.公務員 4.自営業 5.バートノアルバイト 6.学生 7.年金が主な収入 8.生活保護受給

1.金融機関 2.不動産 3.建築ノエ事 4.製造 5.1T関連 6.広告 7.小売ノサービス 8.陸運 9.教育 10.医療機関 11

フりガナ 電話

年収(税込)

従業員数 1.10人未満

万円

4.300人以上

年
」

ケ月

退去却
(解約引き)

電話ノFAX番号・担当者名をこ記入ください

人

都道

府県

^日ころ前家賃
口上旬口中旬口下旬(予定)

家貨

管理費
共益

間取り・r6数

駐車料金) R ・ K ・ DK ・ LDK

)市 その他費用

号室

名称

円
礼

年

市数(

年収(税込)

住所

金

フりガナ

現住所

フりガナ

こ担当者印
又はサイン

別

・女

)歳

氏 名

2

フりカナ

月分まで
受領予定

円

3

入居される方

氏名

.求額
計

都道

府県

4

管理毛社、

月

①+②+③+①

円

都道

府県

※現職の勤続年数が6ケ月以内の場合は備考欄に前職の社名・所在地・勤続年数を、また派遣社員の方は派遣先をこ記入ください。

円

1.申込者のみ

性別続

男・女

東京都千代田区霞が関3丁目2-1
霞が関コモンゲート西館36階
TEL:03-5157-8872 FAX:03-3580-7622

円

,:'趣物名までこ記入ください

日( )歳

円

仲介会社雉所舶
電話/FAX番号・担当者名をこ記入ください。

男・女

円月

建物名までこ記入ください

申込者および家族

生年月日(西暦)

性

男・女

生年月日(西周

電固定

^

話携帯

3.家族(申込者以外) 4.その他(

携帯電話番号

別

男・女

続柄(関係)

万

田居住年数
月

店頭にて申込者様への契約内容の説明およびご本人確認を行いました

万円月収(税込)

2.50人未満 3.300人未満

部署

役職

勤務先会社名およぴ連絡先

9.無職 10その他(

その他(

1607gT、k 05

月
合

万
円
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月

一
一
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貸
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保証委託契約

賃借人(以下「乙」という)と株式会社りクルートフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、
賃貸人(以下「甲」という)と乙の問で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の
賃貸借契約(以下「原契約」という)に関し、次のとおり保証委託契約(以下「本契約」という)を締
結する。

1条(保証委託契約)
乙は、丙に対し、第3条①各号記載の金銭の支杉、偵窃に関し、次条以下に定める内容に従い、述帯保証人
となることを委託し、丙はこれを受諾した。
第2条(保証委託料等)
1乙は、丙に対し、保証委託料として、表面記載の初回保証委託料を本契約締結時に支杉、うものとす

る

2 乙は、丙に対し、第10条所定の保証期問中、本契約締結以後1年毎に、金10,000円を保証委託料と
して支杉、うものとする。

③原契約が期周満了前に終了した場合、又は第3条①.に定める賃料等が保証朔刑の途中で減額され
た場合であっても、乙は、木条①及び②により支杉、つた保紅委託料の返還を丙に請求できないもの
とする。

第3条(保証の囲)
①丙は、印に対し、原契約に基つき乙が甲に対して負担する債務のうち、次の各号に定める金銭の支

杉、債務(但し、乙が本物件を居住の用途で貿借し、かつ突際に居住の用途で使用している際に牛じ
た金鉞の支払債窃に限る)を、乙と連帯して保,,正する但し、本契約の締結に際し、乙か丙に対
し、南己の年収額、勤務先及ぴ入居岩等別紙保証委託及び立轡U、委託申込杏」に。己載された丙の
定める埀要事項につぃて虚偽申告を行っていた場合並びに甲と丙の問で締結される貿貨保,正契約所
定の免]!t事項に該当する場合はこの限りではない。
i家黄、管理質、共益費及び駐卓場料金その他毎月定期的に黄料と共に支杉、われる費用のうち表面
記載の金員(以下「貿料等」という)の滞納分

"水道使用料及びガス使用料等(以下「変動費」と総称し、荊月に定める「貨料等には変動劉も
含むものとする)の滞納分

川受新料
W原状回復賢用(但し、国上交通省住宅局が平成23年8月仁公表した「原状回似をめぐるトラフル
とガイドライン(再改訂版)」(改訂があった場合には、改副後のものを含む)に凖拠して、乙
が負担することが合理的であると丙が判断した範囲に限る。以下同じ)

V原契約が解除された場合に生じる、解除後本物件明渡しまでの問の賃料等相当損害金(明渡月に
ついては、明渡しまでの日割り貨料等に相当する損霄金に隈る)

口賃料等の滞納を理由とする甲乙問の明渡訴訟手続において裁判所により乙の負担として認められ
た訴訟塑用及び強制執行喪用のうち、甲が丙の承諾を得て支出した喪用

②本契約に基づき丙が保証する金額及びしと丙とのⅢ1の立替U、委託契約(以下「本立哲彰、委託契約」
という)に基づき丙が立替払を行う金額の総額は、本契約及び本立瞥杉、委託契約締結叶家貿の48ケ月
分に相当する金額を士限とする

3丙は、次の各野に定める偵務については、保証しない。
i退去予告通知授務述反の場合における述約金等
Ⅱ早期解約による述約金等
】U幟争、地震、天変地異等不可抗力によって牛じた損害
N火災、ガス燃発、建物の郊体に達する水漏れ、白殺行為、犯笄行為、心神輿失巾の行為その他の
通常の使用を逸脱した行為によって牛.じた損害

"その他本条1に含まれない債務
第4条(保証委託及び立替払委託申込並びに原契約の変更等の届出)
本契約締結後、別紙Π杲証委託及び立轡杉、委託申込杏」並びに原契約の記載内容に変吏が牛じたとき、
又は、原契約の終了が決定したときは、乙は、丙に対し、速やかにその旨及びかかる変史の内容を届
け出なけれぱならない。
第5条(保証務の履行)
①丙は、乙に対する何らの通知なくして甲又は甲から負料等の架金管理業務の委託を受ける告 UズF

「管理会社」という)に対して保証偵薪の履行としての支打、いを行い、次項に基づき乙に求償する
ことができるなお、丙は、本立替判、委託契約に基づき乙が丙に支U、うべき貿料等の滞納分にかか
る支杉、債笏を、乙の丙に対する次項1に定める償還債務の部として取り扱うことができる

2 丙か保6正債弼を殿行したとき、しは、丙に対し、次の各号に定める金額を直ちに償還しなけれぱな
らない
1丙の甲に対する保証偵務の殿行額
Ⅱ丙の甲に対する保証債務の騎行のための費用
川丙の乙に対する求償梅実行又は保全に要した費用

3乙か原契約に基づき甲に対して負担する偵務を駁行しないことにつき正当な事山がある場合、乙
は、丙に対し、当該批務の吸行期の前Πまでに当該債窃の内容及び当該市山を逓絡しなけれぱなら
ない

4 乙か丙に対して供還すべき金額の支杉、いを遅滞したときは、乙は、丙に才すし、その涯滞の日より支
打、い済みに至るまで年14.6%の削合による遅延損害金を支杉、わなけれぱならない。

⑤甲が原契約を解除して本物件の明渡しを受けるために必要であると、丙が判断した場合には、丙
は、一定期問、保証偵務の履行を停止することができる。

⑥乙は、丙が甲から賃料等の収納代行事務(以下「収納代打'」という)の委託を受けていることを認
め、丙に対し、貨料等の支杉、いを行'うものとし、当骸支杉、いを拒むことができないものとする。似
し、半と丙との特約により丙が収納代行を行わない貿料等、並びにしが甲に対して負担する受新料
及び原状回復費用については、収納代行の対象に含まれず、乙は甲に対して直接支杉、うものとする。

第6条(特則)
①丙は、法令上認められている場合、乙の承諾がある場合等の正当な理由がある場合、以下の行為を

行うことができるものとする。
,乙において貨料等の滞納が生じたときに、乙に対し、廼報、雄話、劼闇、文杏の掲示・差し脳
き、封霄による通知等相当の手段により支杉、いを打うよう悩促を行うこと

Ⅱ乙の安否を確認する必要があるとき、その他緊急を要するときに、本物件の合鍵を叩から借り受
けて本物件に立ち入ること

川ιがあらかじめ指定した繁急連絡先その他の関係者へ連絡すること
2丙は、本物件にかかる電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況等から、乙が本物件の占有を解
いたと判断される場合には、原契約について乙から解約の申出があったものとみなす

3 事由の如何を問わず、原契約が終了した場合、丙は、乙の退去乎続きに立ち会うことができる。
第7条(動産類の保管、処分等)
1原契約が終了し本物件の明渡しが成立した場合、丙は、本物件に残1殴された動産類を撥出、連拂及
ぴ保智することができる。

2前項に基づき動産類を保管する場合の保管甥問は3ケ月とするこの期問内に乙が丙の保管する動産
類を引き取らないときは、乙が当該動産類を放乗したものとみなし、丙は当該動産類を処分すること
ができる

3 丙による動産類の拂出、迎搬、保管及び処分に要した切の費用は、乙か負畑するものとし、乙
は、丙に対し速やかに当該費用を支杉、うものとする

第8条(再委託)
丙は、本契約に基づき、委託を受けた事務の部を丙が任意に選定する第三者に再委託することがで
きるものとする。
第9条(譲渡担保)
1乙は、本契約に基づく丙の乙に対する切の債権を担保するため、原契豹に基づく乙の甲に対する
敷金・保,正金等返還請求権を丙に誤り渡し、丙はこれを讓り受けた

2乙は、原契約に基づく敷金・保証金等返還励求権について、丙以外の者への.度渡担保差入その他
の処分をしてはならない

第10条(保証期問)
①本契約に基づき丙が委託を受ける保証期問は、本契約締結の臼から、本物件の明渡しまでとする

但し、甲乙丙の三老冏の合恵が成立した場合はこの限りではない。
②前項にかかわらず、次の各号に定める寸卜由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約に

定める丙の甲に対する保証は終了するものとする佃し、当該京由につき丙の書面による事前の承
諾があった場合にはこの限りではない
1本物件の用途が変更された場合
"乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合
川原契約に基づく賃借椛の讓渡・転貸等がなされた場合又は本物什の占有者に追加・変更等があった
場ム

W原契約の内容に重大な亥受があった場合
、本物件の号室に変受があった場合

第11条(定期借家契約)
原契約が定期借家契約の場合において、原契約が瑚問満了により終了し、甲乙問で再契約が締結され
たときは、木契約は終了せず再契約についてもその効力を有し、乙は丙に対し、第2条 2 の保証委託
料を支杉、うものとする

第12条(保証委託契約の変更)
乙は、原契約の変更にと古ない本契約内容に変更が生じる場合には丙の占血による小前のノ兵諾を取得
するものとし、丙の承諾をもって本契約内容が変更するものとする。

第13条(反社会的勢力の排除)
①乙及ぴ丙は、相乎方に対し、現在及び将来において、冑d (乙については入居者を含む)及び向d

の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団巡構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会連動等標ぽうゴロ又は特殊知能暴力染団等その他これらに準
ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に'後門しないこと及び次の各号のいずれかにも該
当しないことを表明し、保誠する。
1暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

i1暴力団員等が経営に実質的に関芋・していると認められる関係を有すること
川肯己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に捌害を加える目的をもってするなど、

不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
W暴力団員等に対して資金等を捉供し、又は便宜を供ぢ,するなどの関勺をしていると認められる関
係を有すること

ゞ役員又は経営に実質的に関ラ.している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2乙及び丙は、府ら(乙については入居者を含む)又は第者を利用して次の各号のいずれかに該当
する行為をしてはならない
,暴力的な要求行為
Ⅱ法的な貴任を超え力不当な要求行為
】i1取引に関して、脅迫的な面動をし、又は暴力を用いる行お
Ⅳ風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を般損し、又は相手屶の業務を妨害す

る行為
Vその他前各号に巡ずる行ね

3 次の各号に定める者又はその役員が、 1の表明保証に関して虚偽の由告をし、暴力団員等若しくは
1各号のいずれかに咳冴し、又は前項各号のいずれかに設当する行為をしたことが判朋した場合の
甲乙丙問の権利鞭務関係は、次の各号に定めるとおりとする。
1 甲の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず原契約を解除することができる。なお、「"は、甲と丙との問の

賃貸保証契約にて、この場合に原契約を解除されることについて択議なく承諾をしている
は、何らの催告を要せずして、甲と丙との剛のa貸保証契約を解除することができ、凹設解除に
より本契約は終了する

Π乙(入居者を含む)の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず印から原契約を解除されることについて異議なくノ兵諾する丙

は、木物件の明渡しが完了する日までの冊に止じる収納代行及び保証債務の職行を停止すること
ができ、また、何らの催告を要せずして、木契約を解除することができる。

iⅡ丙の場合
乙は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる

4ι及び丙は、前項の規定の適用により相手方が被った損害につき、切の綻務及び貴任を負わない

ものとする
第14条(個人報の取り扱いに関する同意)
乙は、丙による個人仙報の取り扱いについて、別添個人恬綴の取り扱いに関する条頂に同意する

第15条(儘
本契約に定めのない小項については、乙及び丙は、1囚係法規及び慣習等に従い誠意をもって協議の_ト
処理するものとする

第16条(裁判所)
本契約に関する切の紛争は、法令に定める管轄蔵判所のほか、東京地方裁判所又は柬京簡易技判所
を第密の管轄殻判所とする

第17条(準拠法)
木契約は、日本法を準拠法として、日本法に従って解釈されるものとする

立替払委託契約

賃借人(以下「乙」という)と株式会社りクルートフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、
賃貸人(以下「甲」という)と乙の問で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の
貸借契約(以下「原契約」という)に関し、次のとおり立替払委託契約(以下「本契約」という)を

締結する。

第1条(立替払委託契約)

①乙は、丙に対し、原契約に基づき乙が甲に対して支杉、うべき家賃、管理費、共益費及び駐車場料金
その他毎月定期的に賃料と共に支杉、われる費用のうち表而記鞁の金員(以下「賃料等」という。但
し、乙が本物件を居住の用途で11借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生じた1乱料等に
限る)を丙が乙に代わって甲又は甲から負料等の藥金笹理業務の委託を受ける者(以下「管理会社」
という)に対して支判、うこと(以下「立替杉、」という)を委託し、丙はこれを受託した。なお、
が甲に対して負IHする延新料及び原状回復費用については、立瞥杉、の対象に含まれず、しは甲に対

して直接支杉、うものとする。

⑦原契約の定めにかかわらず、乙は、立替U、の対象となる賃料等を、丙の指定する支杉プi法及び支U、
瑚日に従い、丙に対し徳月括して支杉、うものとする。

③丙は、乙が丙に対する黄料等の支畆、いを遅滞した場合には、立替杉、を停止することができる。
4本契約に基づき丙が立替杉、を行う金額及ぴ乙と丙との岡の保証委託契約(以下「木保証委託契約」
という)に莚づき内が保,正する金額の総額は、木契約及ぴ本保証委託契約締結時家11の48ケ何分に
相当する金額を、1二限とする。

第2条(保証委託契約の規定の準用)
①本保証委託契約第3条①杠旦1但霄、第3条③、第4条、第5条 2 から 5 まで並びに第6条から第17条ま

での規定は、本契約について準用する。

②前頂の場合において、次の各号における本保証委託契約の条煩中の用語については、当設各号に定
める用語に絖み替えるものとする。

i 第3条①柱霄但霄小「但し、本契約の締結に際し、」とあるのは「本契約の締結に際し、」と絖
み替え、「この限りではない」とあるのは「丙は、立瞥杉、を行わない」と敲み替える

"第3条③柱轡中「保証しない」とあるのは「立替杉、を行わない」と読み轡える
川第3条③、,中「本条①」とあるのは「前条①」と誠み替える

W第5条②柱霄、.及ぴ"並びに第5条⑤中Π呆証仁迂剃とあるのは「立替杉、債チ制と読み替える
、,第10条①中Π呆証期問」とあるのは「立替杉、瑚冊1」と誠み替える
Ⅵ第10条②柱霄中「保証は慾了する」とあるのは「立替杉、は終了する」と航み替える
Ⅷ第Ⅱ条中「第2条②の保証委託料を支杉、うものとする」とあるのは本保証委託契約第2条2 記叔

額の立替U倭託料を支杉、うものとする」と註み替える

Ⅷ第13条③"中「収納代行及び保"仙務とあるのは「立替杉、イ鯖刎と航み替える
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同意書兼確認書について

保証サービスの契約内容と個人情報の取り扱いに関する
条項の同恵書になります。
お申込者にこ一読頂き、で署名をお願いします。

※複写式の場合→2枚目を申込者様にお渡しください0
※単票式の場合→原本をコピーして申込者様に控えとしてお渡しください。
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F^主NrlN5、恨匹

四谿P 群器、
①申込先の会社について

が中込をおこ訂う保豊会1士1ネ以下と尊ります.
リク」レートフ井レントインシユア

蹴夙仰甲史区望圧丑・'・17住所
尚合せ先.05700ヨ0・123

註の範および内について
この南.お中込竃行う物料Φ賃貸悩契杓にて.林式会;士りク」しートフォレントインシユ
アがお客様の母益人と与ります.

弼と尊る熔1中込暑記厳の月額翻ま額合計)およσ安助買、賃賃伯費釣お

契釣がされた堰合に生Uる明しまでの料辱、原状回佃費用擡
相当損金、訴訟モの他殖的手狂きなどにっいて、お官槿力巧一お支払できない

合.連悟して当壮が促証し、お喜様に代わり貸人である物件オーナー橿にお支払
閑は月額剥(共益費.口瑞費は含まサ)の48ケ月いたし哀す.な右

分となりぎサ.上記の畑窃については当社が^1こ立膏払い奄行い家サが、最終的
にはお客槿の瑛籍としてお五払いた兇くことに写り念▼.
畢但」^嵩の「g^毛めぐるトラプルιガ4ライン1^'1励」κ^力壮が言吹岐で●^"価し究

私は、別紙「保柾委託及び立替払委託契約申込」ヨ識内容に相なく、保証聾託及び立替払委託契約内容にっい
した.下記「個人の取り扱いに関する条項」にのうえ申込を行います.(なお、保証内客について個齋の取り1

及び立

前に脱明のあった内容について、再こ確認お願いいたします。
の内容をよくお読みになったうえでお申込をお晶いしま。

値腺証及び立 聞について
偉証畏牙及υ立M払尋託契的における保証期悶は.臼貸伽契的の帥始から賃貸物件の明'し京でと
匙ります.

A号A1207ST01

内容

仲介会社名、こ担当者名を
こ、入下さい。

ス居予定矧牛名

こ

並ぴに人

日(西

仲介会社記入

フオレントマンンン

申込者名欄
年00月00日慥《燃W20 《燃W

にて叩込老様への契約内容の説剛およぴご本人晴認を行い立した,

会社名.フォレント不動産

@腺証 について
サーピスこ利用はあたり、以下の保証料モお宣払L、ただき崇.

初回保可委託料申込摺記載の月額誘求傾合計の100%'部配蝕側巨印御円と皐りネ,
継続保証委託料 10.0卯円(1年こと)

⑤求権の行使について
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n印則仟
株式会社りクルートコオレントインシユア

■保証委託及ぴ立替払委託契約に係る事頂の説明

こ契約内容は次の通りとなります。この内容は重要ですから、必ずこ一読頂き、こ理解を頂いたうえで、お申込みをお願いいたします。

③保証委託料について①保証会社について
保証委託料として、次の金額をお支払いいただきます。家賃債務保証を行う保証会社は、次の通りです。保証会社は、賃貸借契約に関する連帯保証人

となりますので、賃借人様がお支払いを遅延した場合、賃借人様に代わってお支払いを行い 初回保証委託料:保証委託契約締結時に申込書記載の月額請求額合計の100%
ます。保証会社がお支払いしたときには、後日賃借人様に対してこ請求させていただきます (最低保証委託料は20,000円)

継続保証委託料 10,000円 0年こと)保証会社:株式会社りクルートフォレントインシユア

住所:果泉都中央区銀座8-4-17 ④保証期間について
問合せ先:0570・030・123 保証期問は、保証委託契約締結日から賃貸物件の明渡しまでとなります。

②保証の囲およぴ内容について ⑤求償権およぴ求償する金額について
保証会社が賃借人様に代わってお支払いした場合、保証会社から賃借人様に対して求償権が発生保証の範囲は、賃貸借契約に係る賃料等、変動費、更新料、原状回復費用、解除後から明渡
します。この求償権に基づいて、保証会社が賃借人様に対してこ請求を行います。賃借人様に対ししまでの問の賃料等相当損害金およぴ訴訟その他法的手続きに係る費用となります保証上
てこ請求する金額は、上記2の範囲で保証会社がお支払いした額および遅延損害金(年14.6%)限額は月額賃料(共益費、管理費等は含まない)の48ケ月分となります。
となります。

保証委託及ぴ立替払委託契約お申込時の確認・同意書V02

■反社会的勢力に該当しない旨の表明・保証条項
私(申込者)は、現在及ぴ将来において、自己、自己の役員、連帯保証人及ぴその他入居予定者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準柵成員、暴力団関係企業、
総会屋等、社会運動等標ほうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと及ぴ次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、保証します。
①暴力団員等が経宮を支配していると認められる関係を有すること②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 3自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
を有すること⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

■個人情報の取り扱いに関する条項
保証委託契約に係る個人報の取り扱いに関する条項

保証委託契約の申込者、迎帯保証人予定者並びに契約当事者(借人及び運帯保証
人)(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社りクルートフォレント
インシュア(以下「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従い、
個人情報を取り扱うことに同意します。

第1条(個人)
佃人仙報とは、以下の個人に関する粘憾をいい、当散仂報に含まれる氏名、些年月
日その仙の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。ま
た、その伯粗のみでは孟別できない場合でも、他の惰報と容易に!翅合することがで
き、それにより"定の個人を識別することができるものも個人惰報に含まれます
①氏名、性別、生年月日、仔所、徹話排号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住
所、勤務先電需番号及び月収等の属性惰穣(変処後の情報を含む)

②保証委託契約長ぴ賃貸保証契約に関する貿貸物件の名林、所在地及び貿料等並
びに口座仙線等の契約情叔

③保証委,モ契約及び貿貸保証契約に関する貨料支杉、駄況等の取引恬報
④迎転免計証、パスポート及び外国人狂"証明俳等に記載された本人確碍のため
の"鞍

⑤側人の肖像又は音抑を磁気的又は光学的記録媒体等にて記鉾された映像又は高
声制報

⑥疲判所等公典機関、官報、マスメディプ、徐冨帳又は仕宅地図等において公朋
されている情繚

第2条(闘迎する個人)
当社は、緊急述紡先及び同丘人等の伽込打等の倒係名に関する個人惰級についても
本条墳に従って取り般います。
第3条(個人の利用目的)
当社が取"披う側人仙机の利用回的は以下のとお"です。利用岡的を超えて側人,,1
報を利用することはありません.
①保証委託契約及び賃貸保証契約の締結可否の判断のため
②保証委託契靭及びn貸保証契約の締結及び冊行のため
③保証委託契約及ぴ貸貸保.'契約に基づく求依権の行仙のため
④サービスの紹介のため
⑤サービスの品質向_上のため
⑥ご意兄、ご要鼎又はご相肢について、確澀、回答又はその他の対応を行うため
⑦n貸人及び管理会社からの委託に基づく収鞁代行爪弼を行うため
⑧R貸惜契約の馴行長び管理並びに契約終了後の偵権偵動の粘算に協力するため
⑨上記①から⑧の利用目的志逹成するために必要な範囲での佃人M報の第三名へ
の捉供

第4条(個人の第三者への提供)
1 当礼は、以下に誠当する場合左除くほか、あらかじめ申込宅弊本人の伺意を得ず

に個人惰報左第三名に捉供することはありません。
①払令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必婆がある場合であ0て、中込岩等'

人の伺愈を得ることが困雌であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の位全な竹成の椎進のために特に必斐がある場合であ

つて、中込老等本人の伺意を将ることが困難であるとき
④国の機関暑しくは地力公共団体又はその委託左受けた者が注令の定める叫務を
遂行することに対して恊力する必堕がある場合であって、州込右等本人の伺意
を得ることにより当般水務の遂行に支障を及ぽすおそれがあるとき

2 中込老等は、当社が申込冉等の個人情都庄以下の第三台に対し挫供することに同
憇します.
①第3条記載の利用目的の述成のために、申込古、迎帯保証人〒定者、貸惜人
述帯保証人、 a貸人、管理会社、仲介会社、緊急述縞先茗しくは同居人等の申
込右等の関係宕、又はその仙しかるへき第三者に対し捉供すること

⑦その他申込老等が第三古に不利益志及ぼすと当社が判断した場合に当該第.名
に対し捉供すること

第5条(第三者の範囲)
以下の場合、佃人仙報の捉供を受ける告は、第三老に該当しないものとします.
①当社が利用目的の逑成に必嬰な囲内において個人仙粗の取り扱いの一部又は全

部を委託する場合(なお、委託先における側人恬粧の取り扱いについては当社が
貴任を負います)

セ冷併その他の班由仁よる水業の承継に件って個人"報が捉供される場合
証悃報取扱機関への登録甲」用等)(家第

印込老等は、当社が申込者等との保証委託契約締鈷可否の判断及び保証委証契約
の殿行・求償椛の行使のために、当社の加劉する球貸偵務保証仙報取扱機関{以
下加盟ゑn債務保証M細取扱機関」という)に照会し、中込名等に関する側人
价繩が壯鉄されている場合には、当社が当該情報を利用することに伺恵します
●加盟家貸偵務保証情報取扱機関
名科、'般牡団法人全国貨貸保証業協会(略称UCC)
住所:〒105-0004 東京都港区折橋1丁目7番10号汐倒スへりプビル4階
徹話番号 0570.086.]10

永】ムヘーンアドレス httPノノ」pgorlp/

2 申込者等は、以下の表に定める佃人情報が加盟家貸偵勃保証惰板取扱機関に以

下の表に定める期問登録され、加盟家賃債務保証仙報取扱機関の会員により申

込老等との保証委託契靭の締結可否の判断及び保証委託契約の戚行・求憤椛の

行住のために利用されることに同意します

登"助剛豊餘情柧

氏名、!1'η:月晋、住所.処語番号等
の本人庄1キ定するための愉粒 下記の3又は4のいずれかの佑椴が丑録さ

れている卿例賃貸物件の名称、所在地等賃貸物件
を特定するための"W

保証委託契約の中込走したⅢ突

当社の貸貸人に対する★包、い状況、
求憤金支払゛求訴訟及び建物剛渡罰
求訴訟に倒する岱板

3 申込岩等は、貸貸人が中込岩等に対して建物明渡剛求訴訟庄捉起した場合に

これに係る佑報を、貨貸人力い'1社に対し、当社が加凱家貸伎務保証M概取扱機

関に登"する目的で捉供することに同窓します.

4 原則として印込老等本人に隈り、加盟家賃偵勃保証仙報取扱機関に登録されて

いる個人仙經に係る朋示・訂正等・利用停止等の蹄求を、加岨球賃偵吻保証例

報取扱機関が定める乎毓き及び方怯によウて行なうことができます

第7条(個人の当社への捉供)

印込名等は、申込老、連術保.'人予定舎、貨惜人、述帯保,正人、 11貸人、管理会

礼、仲介会社又は緊急述銘先及び1司易人等の州込老等の倒係者が、申込老等の個

人仙報志、第3条記戟の利用目的のために当社に対し提供すること仁同意します.

第8条(個人報の開示、訂正等及び利用停止等)
1 当社は、申込名等本人から、当該*込右等に関する個人仙叔の側示、訂圧等及

び利用停且等の,占求があった場合には、法令の定めるところにより、当:曳申込

毛等に関する佃人"報の側尓、訂圧等及び利用停止等を行います

2.側示、訂正等及び利用停止等をビ希望の方は当社ホームヘージ

(httPノ<、肌、、 recrult、' COJP)左参蜘いただくか、第18条紀叔の1引合せ裂口まで
ビ述銘ください

第9条(個人慣報の正確性)

当社は、利用目的の達成に必燮な範囲内において、側人佃靴を正確かつ最釿の内
容に保つよう努めます.ただし、保証委駈契約の中込"キ又は締結時においてご挑

供いただいた側人"叔が正確かつ最新であることについては、申込老等が貴仟を

負うものとします。

第10条じ報の提出)
州込者等は、保証委寵契約の申込、締粘又は殿行に必要な制無(述転免許証、

パスポート等の齊類仁記戟された本筍地、囲箭等の仙報志含む)を提出すること

に同意しますまた、クレジリトカード保打仙報や由己破産等の情秘についても

虚偽なく申告するものとします

第11条(個人情報提供の任勲性)
当社は、印込者等か保,正委託契約に必喫な側人イ1サ總を捉供しない場合には、保証

委託契約の締結をお断りすることかあ"ます。

果)第12条

申込者等は、当社の寄晝粘果の内容について異議左中し立てないことに同意しま

なお、当社は、符査結染に関する判定理由は開示しません。また、当社は

沙令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、捉供された側人{,ヤ報及ぴ側

人仂郁を含む杵而についてはいかなる場合に毛返"」及び削除いたしません

第13条(個人情報の)

当社は、その管即下にある仙人愉報の粉失、誤用及び改変を防止するために、

適U」なセキュリティ対策の突施に努めます.

2 当杠は、保有する個人惰郁について権限志持つ利用岩のみがアクセスできる安

全立環境下に保管するよう努めます

第14条(個人 り扱い業務の外部委託)
当社は、側人情側を取り扱う業務の部又は全部を外部委託することがあります。

第15条(統計データの利用〕

当社は、捉供を受け力側人仙叔をもとに、側人を"定できない形式に加1した紙

計データを作成することがあります当社は、当該データにつき何らの制限なく

利用することができるものとします

第16条(本条項の改定)

当社は、法令等の定める乎銃きにより、必要な範囲内で本条頂を変吏することが

できるものとします

任者)第17条(個人

林式会社りクルートワオレントインソユア紐営企画室室長

林式分社ンーアd珀「1 ソー

'1社が加塑イ井用佑椴機関に!N1会し力Hから
】立り七、委1〔契約に係る申込左し力水火

⑦立僻七、委託契約に係る客語的む敢引屯突契豹期冊巾及び契釣共了後5作以内

③伽務の支ゼ、を廷滞した水火 契約甥川巾及ぴ契約綻了後5'1・剛

3 加型信用惰粧機側の名称、所在地、問合わせ徒冨番号は玖のとおりです。また
立巷"、委託契劫川剛中に斬たに個人信用价報機関に加盟し、壮"・利用する場
合は、別途、辨而によ"通知し、同意を得るものとします
●株よ会社シー・ 7d ソ^

〒160-8375 1k京都折宿区西斬1む1.23、7 斬1背フ丁ーストウエスト15硴
お問合せ先 0120-810-414

ホームヘージアドレス httP ノノ"、、" CIC CO.JP/
林式会社シー・フイシーの加盟資格、加盟企業名等の,¥細は、上紀の同
社のホームページをご覧ください

4 提携1言Π1制報機1剣の名称、所在地、矧合わせ氾話番号は、汰のとわりです
●全国銀行側人侶用惰糠センター

〒100-8216 町!京都千代田区丸の内1.3.1
お1田合せ先船、3214-5020

ホームペーシフトレス' htιP //"肌"之e口宮lnk}00丁 IP/PCIC/1ndeX 凧ml
●林式会社日本侍用价烈機構

〒101-0042 東京都千代田区排田東松下町41-1
お固合せ先 0120.441.481

永ームページフドレス h牡Pノノ肌肌肌"CCCOJP/
1林式会社日本信用例報機榊の加盟貸粘、加型企業名等の,¥細は、上記の同;ι

;上のホームページをご覧ください。
5 当社が加盟{.了用仙報機則に登,'する估報は、汰のとおりです

●株式会社シー・フイ ン^

氏名、生年月日、住所、田話番呼、勤莇先、勤莇先磁話番昇及び迎粧免許証
等の記"番号等本人を特定するための惰細等、契約の和勲、契約日、契約
額、商品名及ぴ支杉、回融等契約内容に関する仙報等並ひに利用残高、支打、
日、延滞、支杉、停止の小出1"突等支U、状況に関する惰報亨

第2棄(保証委託契約に係る個人報の取り扱いに関する条項の規定の準用)
1.保証委託契約に係る側人情報の取り扱いに関する条頂の段定は、本条頂について

Hき用する.
2 前中の瑚合において、第1条セXの、第3条QXの③、第6条12 "ぴに第9条から第

H条まで中「保証委託契約」とあるのは「立笹杉、委託契約」と胤み符えるもの
とする

当社が加岨縦貨偵務保'岱桜取扱機関に
叩分した日から6ケ月岡

保証美肌契約吻岡中及び保証委託契豹終
了後仙務が1肖滅してから5年1川

申込者署名欄

P18160705

第18条(問合せ窓口)
個人制報に関する背惰、利用目的の通知、卯示、訂正等、利用停止等又はその他
のご質問、ご相.よ岩・しくはお問合せにつきましては、以下の拙」合せ窓口までご迎
銘ください.
林式会社りウルートフォレントインソユフお客様相談窓口
1匙篇番号 0570-030-733
受付U●問Π昭日~金昭日(祝祭日除く) 10.00~19 00
÷1通隔内容(瑪社からの迎銘を含む)につきましては、電話応対の品質向上及
ぴ通話内容の確認のナ・め録音させていただいてお"ますあらかじめご了承
ください

私は、りクルートフォレントインシュアの保証委託及び立替払委託契約の申込みを行うにあたり、別紙「保証委託及び立替払委託申込書」の記載内容が事実と相違ないことを確認し、上記「保証
委託及び立替払委託契約に係る事項の説明」および別紙「保証委託及び立替払委託契約書」の内容について説明を受け承諾しました。また、上記「反社会的勢力に該当しない旨の表明・
保証条項」「個人情報の取り扱いに関する条項」を確認し、同意しました。なお、保証委託及び立替払委託契約内容について個別の取決めを行う場合は、その説明も受け承諾しました。

立替払委託契約に係る個人報の取り扱いに関する条項

立替払委託契約の申込者、迎帯保証人予定者並びに契約当田者(借人及び迎帯
保証人)(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社りクルート
フォレントインシュア(以下「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」と
いう)に従い、個人悟報を取り扱うことに同意します。

入居予定物件名

第1条(個人用機関への豊録・利用)
1 中込打等は、当社が加岨する個人信胴仙削撥関(個人の支払能力・返済能力に
関する愉秘の収集及び加盟会員に対する当該仙線の捉洪を業とする老をいう
以下同じ)(当キ」が加躯する個人信用仙郁機関在、以下「加矧侶用愉細機関
という)長ぴ加盟信m仙報機関と捉携する個人信用惰報機関(以下捉携i凶用

枯報機関」という)に当社が照分し、申込者等の個人惰報が狂鍬されている場
合には、t"込者等の支紅、能力・返済能力に関する闘在の目的に限り、当社がそ
れを利川すること仁同意します.

2 申込告等は、小込者等に係る立轡"、委託契約に基づく個人情械、客矧的な取引
Ⅲ実が、加岨イ3用仂紹機関に、ド表に定める1明冊"録され、加豊信川价侃機関及
び捉携131Ⅱ愉似機関の加岨会nにより、小込老等の支U、能力・返許佐力に関す
る闘査のために利用されることに同意します.

会社名

こ記入日(西暦)
年月 日20 (こ本人直粧で署名ください) ※法人申込の場合は、部署名・会社との関係もこ記入ください。

①取扱不動産会社様へ:本書面はお申込者様へこ説明のうえ、こ署名をいただきコビーをお渡しくださし原本にっいては、りクルートフォレントインシユアへこ提出ください。
Ag・A1607ST05

号室)


