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法人契約のお申込について

法人契約の申込には連帯保証人が必要となります。
原則、法人の代表者でお願いします。代表者をお立ていただく
事が難しい場合は入居者でお願いいたします。

法人契約に限り平日のみの審査となり、結果通知は1営業日後

.

受付となります。あらかじめこ了承ください。

法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5点のこ準備が必要となります。

となります。なお、土日祝の申込分に関しては休み明けの審査

申込

看
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同意兼確認書

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

申込者のこ署名が必須となります。
同意害兼確認自

なお仲介会社の社名・こ担当者もこ記入ください。

商業登記謄本 申込時に必要となります。事前のこ準備をお願いいたします。

本人確認書類_.唱 L .。白 0 '_で'、ごLO

申込時にで準備頂けない場合は、契約書原本とあわせてこ送付ください。印鑑登録証明

※連帯保証人が外国籍の場合は、在留力ードもしくは外国人登録証明書または特別永住者証明書の表裏面コビー
を追加でで提出ください。

※「印鑑登録証明書」が申込時1ここ用意できない場合は、契約書原本送付までにこ用意いただき、必ずあわせて
こ提出ください。

帯保人の

本人確認類
(発行3ケ月以内)
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商業登記簿謄本
(発行3ケ月以内)
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(発行3ケ月以内)
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申込書(法人契約)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
にお時間を頂きます。

鳥具系足H!T 保証委託及ぴ立替払委託申込(法人用)Ⅷ
申込用FAX:0570心09・977寺男倉結.壽詫号四識畿;謡張叢跳澄綴哉綣釜製歓訣藹器基謠;"'

契約種別 通借家 定 月

予備項目
入居申込

合の予

貸

入
申込香と兼ねる場

です。

■口

フJガナ

〒ρ東京曾゛港区東新橋0-00-0

101号窒
退去慣却

礼金0円280000円 噂約引き)

四職舗榔 申遡は全ての湘を劇てくたさし、用麹が机喝合は「なし」とこ玖q誌、、空勧ある飴、^)k

A、0000 〔皐珪〕 0000 〔〕ξ

トウキヲウ

,

現住所

フオ

連帯保証人について
法人の代表者(代表者か難しい場合
は入居者)をこ記入くたさい

チウ寸ウクギンザトウキヲウフりガナ

@東京中央区銀座0-0-0銀座ビル0階
カプシキカイシキ ワ寸レントンヲウジ

03砥 代表

株式会社フォレント商事
03話担当部署

フ゛レン1 タロウフりガナ

総務部担当部

フォレント太郎 企桑H p h11P h

1 晝凰 2不動産 3迂築ノエ耶 4.逸 611舶迎 5.広告 7小殉サーピス 8陸遵 9教牙

2.転動 3.偶禦拡大のため 4 田墳 5手錬 6賃斜 7 そのイ也(

4月上堀・匪宝ゆ盗本金 1000万円年商1987年

_____ιウ主ヨ立.."__.fヨダク ソトカンダ

束京留^千代田区外神田0・d
ヨ塑亭ナツ尽モソ.宅口之____.__ 住釧{伍1

代表者フォレント太郎
女生年月日【西居} 19 00年00月00日( 00 )歳

ワ'レントめロウ゛つりガナカプウキガ'ク帥

.
会社名

ミナトクヒガシシンパシ

員および家農 5その他(

照

090-0000-0000 600万円

090-0000-0000 100万円

なし

月料等は振込を希望する
血、 t免窒で掌、嘘N☆口軍鼻冊ξの1^草0呈

しましR

事業内容

フォレント太郎

0Ω日ころ
よ旬中旬

ヨン

問取り・M數

レン

氏

考

名

性

先名および

林式会社フォレント商事 03-0000-0000

000商店 03-0000-0000

1即Mro'

別

駐車料金

その他費用

140,000円〔駐輪場)
に^を康ます.月額精求

古計

名称

家

^●^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^●^●

埋
共益

住所

申込内容に相違がないことをこ
確認いただき、こ本人がこ署名く
ださい。

フりガナ

入居され

株式会社フォレント商事

140,000

4,000

5,000

1,000

150,000

インシュア

インシュア

インシュア

貸貸人(ql】:貸貸邑嬰'に丘塁の買貸A 促ⅡC社1円)豊■匝卓妄冨■舟゛.11雌式会社りク」しート 1Uントインシュフ

吐名竜W AX島牙.会社 '仲介会社・管理会社欄
株式会社 00管理 当社と業務委託契約を締結されている

管理元の不動産会社様は「管理会社」東京都中央区00町OC
FAX.03-OPO0_へ、本は=ネ」にこ記TE .03-0000-0000

担当 000

ご担当看印
又はサイン

軟●込面血血力両蒔、 1τt"倫毛a}白己0■10般局丑U
で写く4つ此と゛Ⅱら5卑毛"書し阜い6.員力尋卓幽旦島.Bゴ^爵企

耽' "

胃

トウキョウ

太郎

さくら

一郎

東京 W^中央区銀座0-0-0 銀座ビル0階
1 代致署

別

0000 -0000

0000 0000

担当者名フォレントニ郎

000-000 0
】0医歓機関 11 その他{

円

珪宜名゛でこ此五く1.碑、

2代靈音および

は、

チュウウクン

.

曳君冬(だーい)L

(名または会社との聞係

1中介▲社゛'愉・"'・"觜牛'熔"・担雪老■"、款ぜ゛".

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

担当 000

0;蚊にて叩込片様への契劫内容の説明およびご本人品認を行いまし

円

、い

法人契約に限り家賃のお支払は
銀行振込ての対応が可能です。

●置也名●てこ牝入(吋6 、.

00

固定

携

転免許証

年収(税込)

部冒

動務話

1900年0月0日

1900年0月0日

2000年0月0日

遷側冨ること兵ノ柾四開bM官仁実質咋t出"しτいる亡蒔め5
竜堂毛自杓又林訊三●1こ掲週を加える口的毛6コτ,己写と.

^吠t,●ゴ血曳専に宛しτ肩宝秀を空偶し.又U^セ似吐
興専ι,10.ること電檀頁到'↓,工1に實費,卦ミぢしτ、1昌ずが

3牡民

儘2000万円従業数 12

転免番号について
、

迦免証をお持ちの場合は必ず免
許証に^の番号をこ記入ください

0000 -0000

0 0 0;0 0 0 0 0
50万月眼(税込)
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0000 0000
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号000
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n氏則仟 保証委託及ぴ立替払委託申込書(法人用)Ⅷ株式会社りクルートフオレントインシユア

申込用FAX:0570・009・977庁3曹芸'苧点四翻離'謬鳥腎愚鶚努叢貌笂制渡緒晃祝闘7M力'朽

辺物名までこ記入ください。

契約種別

物件
所在地

普通借家

フりガナ

都道

府県

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)

●口入居予定 20年月

現住所

口いいえ

フりガナ

T:
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会社名

.

フりカナ

円

代表者
氏名

事業内容

入居理由

設」ι日

退去償却
(解約引き)

フりガナ

都道

府県

1.金融機関 2.不動産 3.建築ノエ事

1.社宅 2.転勤 3.事業拡大のため

(西暦) 年 月

フりガナ

日ころ

口上旬口中旬口下旬

こ担当者印
又はサイン

号室

現住所

電代表

話担当部署

担当部署

4.製造 5.1T関連 6.広告 7.小売/サービス 8.陸運

4.立地・環境 5.手狭 6.賃料 7.その他(

上場・非上場資本金

.■、■.」■■●■."

円

保

氏

礼

市数(

間取り・rd数

) R ・ K ・ DK ・ LDK

)市

名

前家賃
(予定)

家賃

管理
共益

駐車料金

その他用

フりガナ

金

性 別 男・女

フりガナ

名称

都道

府県

住所

②

生年月日(西周

フりガナ

月分まで
受領予定

円
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③

入居される方

氏名

求額
計

④

①十②+③+④

円

年

1.代表者

性別

男・女

都道

府県

2.代表者およぴ家族 3.社員

続柄 生年月日(西暦)

円

月額賃料等は振込を希望する

続柄(関係)

月

円

9.教育

男・女

担当者名

10.医療機関 11.その他(

円

電話/FAX番号・担当者名をこ記入ください。
仲介会社維所舶

日(

年

棄建物名までこ記入ください

男・女

円月

電固定

話携帯

運転免許証番号

年収(税込)

部署・役職

勤務先電話

商

)歳

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。

4.社員および家族 5.その他(

携帯電話番号

従業員数

※振込をこ希望でない場合は、口座振替でのお支払となります。
また振込手数料はお客様のこ負担となります

1 央r17CT 」lr'、武

万円

共建物名までこ記入ください

月収剛込)

勤続年数

年収(税込) 勤務先会社名およぴ連絡先

年

こ担当者印
又はサイン

口はい

管理厶社維所舶・瑞炉厭鵬胆緒往透訊化山
株式会社レーサム
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

万円

ケ月

月
合

一
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一
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保証委託契約

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ユア(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
貨貸借契約(以下「原契約」という)1こ関し、次のとおり保証委託契約(以下「本契約」という)を締
結する。

第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、債務に関し、次条以下に定める内容仁従い、連帯保
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木契約締結時に支U、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
して支判、うものとする。

③原契約が期問満了前に終了した場合、又は第3条11に定める貿料等が保証期惜1の途中で減額され
た場合であっても、乙は、本条①及び2により支老四た保証委託料の返還を丙に諸求できないもの
とする。

第3条(保証の囲)
①丙は、甲に文1し、原契約に基づき乙が甲にIJして負担する偵務のうち、次の各号に定める金銭の支

U、債務 U旦し、乙が本物件を居住の用途で負借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生.じ
た金銭の支打、債務に隈る)を、乙と連帯して保証する佃し、本契約の締結に際し、乙が丙に対
し、 edの年収額、勤務先及び入居者等別紙保6正委託及ぴ立替杉、委託申込霄」に記載された丙の
定める重要小項について虚偽由告を行っていた場合並びに甲と丙の開で締結される貨貸保証契約所
定の免貨班項に該当する場合はこの限りではない。
1家貨、管理費、共益費及び駐車場料金その他毎月定瑚的に貨料と共に支判、われる贊用のうち表面
記纖の金員(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「亥動質」と総称し、前号に定める「貿料等」には変動毅恵
含むものとする)の滞納分

川更新料
W原状回復賀用(但し、国土交通省住宅局が平成23年8月に公表した「原状回復をめぐるトラプル
とガイドライン(再改訂版)」(改訂があった場合には、改訂後のものを含む)に準拠して、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)

ゞ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貨料等相当損霄金印爪庶同に
つぃては、明渡しまでの日割りa料等に相当する抓害企に限る)

Ⅵa料等の滞納を理由とする甲乙間の明渡訴訟手続において蔵判所により乙の負担として認められ
力訴訟費用及び弧制執行安用のうち、甲が丙の承諾を得て支出した費用

2本契約に基づき丙が保証する金額及び乙と丙との問の立替打、委託契約(以下「本立菁杉、委託契約」
というに基づき丙が立替杉、を行う金額の総額は、本契約及び本立替杉、委託契約締結時家負の48ケ月
分に相当する金額を上限とする

3丙は、次の各号に定める偵務については、保証しない。
1退去予告通知筬務違反の場合における連約金等
Ⅱ甲期解約による述約金等
1Ⅱ戦争、地震、天変地異等不可抗ノJによって生じた扱害
W火災、ガス爆発、建物の躯体に達する水漏れ、自殺行為、犯罪行為、心神喪失中の行為その他の
通常の使用を逸脱した行為によって生じた損害

、,その他本条】に含まれない偵務
第4条(保証委託及び立替払委託申込並ぴに原契約の変更等の届出)
本契約締結後、別紙保証委託及び立皆杉、委託申込書」並びに原契約の記載内容に変更が生じたとき、
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亥吏の内容を届
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賃料等の集金管理業務の委託を受ける者(以下

管理会社という)に対して保d正俄務の殿行としての支杉、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、本立替叔、委託契約に基づきしが丙に支判、うべき貨料等の滞納分にかか
る支制、伎務を、乙の丙に対する次項1に定める償還偵務の部として取り扱うことができる
丙か保址偵務を殿行し力とき、ムは、内に対し、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

'丙の甲に対する保磊債務の履行額
Ⅱ丙の甲に対する保証偵務の殿行のための費用
川丙の乙に対する求償椛実行又は保余に要した費用

③乙が原契約に基づき甲に対して負担する偵務を殿行しないことにつき正当な小由がある場合、乙
は、丙に対し、当散債務の殿行期の前'臼までに当該偵務の内容及び当,亥事由を述絡しなけれぱなら
ない。

④乙が丙に対して憤還すべき金額の支払いを遅滞したときは、乙は、丙に対し、その遅滞の日より支
U、い済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支U、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、保瓢偵務の吸行を停止することができる。

⑥乙は、丙が甲から1 料等の収納代行小務(以下「収納代行」という)の委託を受けていることを認
め、丙に対し、 a料等の支払いを行うものとし、当該支払いを拒むことができないものとする。但
し、半と丙との特約により丙が収納代行を行わない賀料等、並びに乙が肝1に対して負担する更新料
及ひ原状回復賢用については、収納代行の対象に含まれず、乙は甲に対して直接支U、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
1 乙において賃料等の滞納が生じたときに、乙に1'し、電報、甜!話、訪問、文杏の掲示・差し脳
き、封杏による通知等相当の手段により支包、いを行うよう督促を行うこと

11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、本物件の合鍵を甲から借り受
けて本物件に立ち人ること

川乙があらかじめ指定した衆急迎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、乙が木物件の占有を解
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狐由の如何を問わず、原契約が終了した場合、丙は、乙の退去于続きに立ち会うことかできる
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、本物件に残雌された動産類を搬出、迎柳及
ひ保管することができる。

?前項に基づき動産類を保管する場合の保管朋間は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棄したものとみなし、丙は当該動産類を処分すること
かてきる

丙による動産類の橡出、迎搬、保管及び処分に要した切の費用は、ムが負畑するものとし、乙
よ、丙に対し速やかに当該費用を支判、うものとする

第8条(再委託)
丙は、木契約に基づき、委託を受けた事務の部を丙が仟意に選定する第三者に再委'〔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扣保するため、棟契約に基づくしの甲に対する

敷金・保,正金等返還詰求権を丙に譲り渡し、丙はこれを,喪り受けた。
②乙は、原契約に基づく敷金・保証金等返還,青求椛について、丙以外の者への譲渡・担保差人その他

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許棚問は、本契約締結の日から、本物件の明渡しまでとする侶

し、甲乙丙の三者問の合意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、汰の各号に定める事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。但し、当該小由につき丙の占面による那前の承
諾があうた場合にはこの限りではない。
】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
Ii】瞭契約に基づく負惜権の譲渡・転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加・変更等があった

」旺ム

W原契約の内容に重大な変吏があった場合
、,本物件の号室に変更があった場合

第11条(定期借家契約)
原契約が定瑚借家契約の場合において、原契約が期問満了により終了し、甲乙樹で再契約が締結され
たときは、本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IJし、第2条 2 の保誠委託
料を支"、うものとする。
第12条(連帯保証人)
1本契約の述帯保証人(以下「丁」という)は、乙が本契約に基づき丙に対し負相する切の仙務に
ついて、乙と述帯して保証することを約し、また丙はこれを承諾した

2丁が原契約上の迎彬保証人になっている場合、丙丁冏の求償1囚係は次のとおりとする
1丙が本契約に基づく保証仙務を履行した場合は、丙はTに対して当該保証偵務全額を求償できる
ものとする。

Ⅱ丁が原契約に基づく保証偵窃を履行した場合、丁は丙に対して何ら求憤することができないもの
とする。

3 丁が行為能力苦しくは迎帯保証人としての資力を喪尖した場合又はその危険がある場合、しは、た
だちに丙にこの旨を通知するとともに、丙の同意を得た迎術保証人を立てなけれぱならないものと
する

第13条(保証委託契約の変更)
乙は、原契約の変更にともない本契約内容に亥更が生じる場合には丙の霄面による群前の承諾を取得
するものとし、丙の承'をもって本契約内容が変更する古のとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
①乙及び丙は、相于方に対し、現在及び将来において、陶己(乙については入居者を含む)及び白己
の役員か暴力団、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、暴力団池構成
員、暴力団関係企業、総会屋等、社会迎動等標ぽうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに池
する者以下、これらを「暴力団貞等」という)に該当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、保証する。
】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
ii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
Ii1由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

W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九る関
係を有すること

、,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
2乙及び丙は、自ら(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。
i暴力的な要求行為
11法的な貞仟を超えた不当な要求行為
1Ⅱ取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行お
W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豊打1し、又は相手方の業務を妨害す

る行為
Vその他前各号に池ずる行力

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申告をし、暴力団員等若しくは
1各牙のいずれかに該当し、又は前項各丹のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合の
甲乙丙間の椛利袈務関係は、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、甲は、甲と丙との冏の
貿貸保"正契約にて、この場合に原契約を解除されることについて異議なく承諾をしている
は、何らの催告を要せずして、印と丙との岡の賃貸保址契約を解除することができ、当該解除に
より本契約は終 fする

ii乙(人居者を含む)の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず叩から原契約を解除されることについて異議なく承諾する丙
は、本物件の明渡しが完了する日までの佃に生じる収納代行及び保証債務の駁行を停止すること
ができ、また、何らの俳告を要せずして、本契約を解除することができる

】i1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

4乙及び丙は、前項の規定の適用により樹于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15条(個人報の取り扱いに関する同意)
ι及び丁は、丙による個人悩報の取り扱いについて、別添個人情報の取り扱いに関する条項に同
意する
第16条(協・)
本契約に定めのない事項については、乙及び丙は、関係法規及び慣習等に従い誠意をもって協議の士
処理するものとする
第17条(管轄裁判所)
本契約に関する切の紛争は、法令に定める管轄裁判所のほか、東京地方裁判所又は東京前易裁判所
を第・箒の管轄裁判所とする
第18条(準拠法)
本契約は、臼本法を池拠法として、口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ユア(以下「丙」という)とは、
貸人(以下「甲」という)と乙の問で締結された、表面記載の貸物件(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貿料と共に支杉、われる費用のうち表而記載の企員(以下「負料等という。但
し、乙が木物件を居住の用途で貨借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生じた貨料等に
限る)を丙が乙に代わって甲又は甲から黄料等の架金管理業務の委託を受ける者(以下管理会社」
という)に対して支払うこと(以下「立替払」という)を委託し、丙はこれを受。モしたなお、
が甲に対して負担する更新料及び原状回復費用については、立替杉、の対象に含まれず、しは甲に対
して直接支む、う包のとする

2原契約の定めにかかわらず、しは、立替杉、の対象となる貿料等を、丙の指定する支杉、方法及び支杉、
期日に従い、丙に対し毎月括して支杉、うものとする。

3丙は、乙が丙に対する賃料等の支割、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む、を行う金額及び乙と丙との問の保証委託契約(以下「本保証委託契約」
という)に基づき内が保証する企額の総額は、本契約及び本保'正委託契約締結時家賃の48ケ月分に
相当する金額を上限とする

第2条(保証委託契約の規定の準用)
1本保"委,モ契約第3条 1柱杏1日旦1、第3条 3、第4条、第5条 2 からまで並びに第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前項の場合において、次の各号における本保証委託契約の条項中の用語については、当該各号に定
める用語に誠み替えるものとする。
」第3条①柱杏但.杏中Π旦し、本契約の締結に際し、」とあるのは「本契約の締結に際し、」と誠
み替え、「この限りではない」とあるのは「丙は、立替杉、を行わない」と読み替える

H第3条③柱霄中「保証しない」とあるのは「立替打、を行わない」と読み替える
川第3条③"中「本条①」とあるのは「前条①」と読み暫える
W第5条②柱沓、,及び"並びに第5条⑤中Π呆証偵チ刎とあるのは「立替杉、偵チ剃と読み替える
ゞ第]0条①巾Π呆証期闇」とあるのは「立替杉、朔澗」と読み替える
Ⅵ第10条②柱書中「保証は終了する」とあるのは「立替払は終了する」と訊み替える
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 記載

額の立替杉、委託料を支杉、うものとする」と誠み替える
Ⅷ第12条②.中Π呆証債務」とあるのは「立替彰、偵務」と読み脅える
Ⅸ第14条③"中「収納代行及び保証偵務」とあるのは「立替払偵務」と読み替える
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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、こ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。

及び立替払契約内容並ぴに人の取り扱いに関するREに仔UIT ^

お鳳いいたしま。取扱から事前に説明のあった契約内について、こ確認
いします。大切な部分ですので、下の内容をよくみになったうえでお申込をお

値牒証委託及び立委託契約問についてについて①申込先の
伐証豊野及び立閏払委託斐約における保証期問は、賃貸剖契釣切聞始から貿貸知件d瑚濃しまでとおが中込安おこ1'う保盟会牡は以下と尊ります.
なります.^リクjl,ートフォレントインノユア

自・4,17

四

0570゛ao・ 2ヨ帥合せ先

証の囲および内容について
契杓1こて.葬式会社りク」ルーフォレントインシユこの痘、お巾込寮行う物井φ

アがお客様の保後人となります.

お客樫の悟覇と与る判等(中込晶記載の月伽閉塚傾合計)およぴ安動費、賃賃契約
、状回可費用聾.貸倒妾釣が用鳳きれた壌合に生じるしまでの實料許

柘当宵金.断蛇モの他詰"手経きなどにっいて、お雪槿が万一お宣払でき尊い
ロ.連悟しで当壮が促記し、お言様広代わり貸人である物件オーナー桟にみ支払

匠理費は含韮サ)の4ヨケ月いたし享す.なお,保証上閑臨は目罰賃剥(
分となります.上記の韻弗にコいては当社が^に立習払い老行いますυ、最隻的
にはお冨槿の価籍としてお宣払いた陀くことに写り孝す.

ープルとガイドライン(^】駈)」客^社が色匡的で●るι制画しぇ匡E雫匡士^冨Φrelk^是

私は、別紙「保証委託及び立替払委託契約申込」ヨ師内容IL (、保証委託及ぴ立替払隻託契約内容1こつし

した.下記「個人の取り扱いに閲する条に伺意のうえ申込を行います.(なお、保註内客について^取り1

仲介会社名、こ担当者名を
こ記入下さい。

入居予定矧牛名

^ 日匝

仲介会社記入

@腺 について
サーピスさ利用にあたり、以下の悍最料モお支払いただきまサ.

切回保可委託亭1 申込記電の月額弱求働合計の100%゛.低母口憂側はヱ0^円とUり忌,
耀親保証委託料 10'0卯円(1年こと)

⑤求権の行使について
お客槿が賃料辱の素納なだによう、賃貸僧契約の金鍍支払個務
喪、物件オーナー様・不助歴督珪貴牡様に代わり当社がお客店1こ
りま冒.しこれを栄侶権の行使といいます.}またネ侃橘を行侵,尋
手辰きか詫生した抑合の買用もお客極にこ諭或是δセていた尤き

社の定めた賠白にむ支払し、Rルリ 1
払いた削くことになりますので

月00日20 0年

にて中込老様への契約内容の説剛およぴご本人砕認を行、・ました。
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n氏則仟
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項の説明

で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(1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:東京都中央区銀座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求権およぴ求する金額について
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 します。この求権に基づいて、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
限額は月額賃料(共益費、管理費等は含まなしD の48ケ月分となります。 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ぴ遅延損害金(年14.6%)

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

拡式公社シー丁イ耳i 口 1/^

当礼が加豊{n川惰斜1懐側に!ψ全した円から
1立井セ、婁1〔契約に係る申込庄 Lた水大

6ケΠ問

2立特"、委航契釣に係る客捌的女壊川柳突契約則削巾及び契釣終了後駒.以内

1偵務の立老、を延滞した"'実 契紬如1剛小及ぴ昊約斜了後5年問

3 加盟13用仙報機倒の名林、所在地、1引合わせ1Ⅱ話番号は炊のとお"ですまた
立瞥払委託契約瑚剛中に新たに個人li]痢仙報機倒仁加盟し、登鉾・利用する場
合は、別途、{Ⅱ面によわ通知し、同愈を将るものとします
●株式会社ソーアイ 、ノー

〒160.8375 東京都折佑区西新行;],23,7 新宿7 フーストウエスト15階
お問合せ先 0120.810-414

ホームヘジアドレス htlp //札Ⅱ肌 CICCO JP/
林式会村.シー・アイ・シーの加盟資格、加岨企業名等の詳細は、ヒ記の1司
村.のホームページ庄ご覧ください.

4 提携恬用情轍機1劃の名称、所在地、1司合わせ田話掃屶は、吹のとお打です
●全国銀行側人信朋惰郁センター

〒100-8216 耳r京都千代田区丸の内1-3、]
む問合せ先.03-3214-5020

ホームヘージ丁ドレス httP ノノ""Ⅱ Zengl"ぬ,0.or jp/PC】C/1ndox html
●株式会社日本信用惰叔機栴

〒101-0042 4ι京都千代田区訓1田東松F可4]、1
お闇合せ先 0120-441-481

ホームページ丁ドしス httP ノノ、、肌鶚」JCC CO JP/
巣林式会社日本信用仂凱椴構の加割告格、加盟企業名等の許細は、上叱の同
社のホームペーゾをご覧くガさい

5 当社が加盟信用情冊機関に登鉄する惰郁は、炊のとおりです.
●林式分社シー・アイ :ノー

氏名、生年目臼、住所、1Ⅱ話丞号、勤務先、勤務先で!話儒野及び迎゛云免許証

等の記号需号等'人を特定するための情叡等、契約の柚類、契約Π、契約
、商品名及び支"、回教等契約内容に倒する仙机笘導びに利用残高、支打、

日、延滞、支"、停止のψ出水突等支払1人況に関する惰探等

第2条(保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定の塗用)
1 保証委証契勅に係る佃人惰報の取り扱いに関する条」口の規定は、本条項について

半用する。
2 前項の場合において、第1条@X③、第3条4)@X今、第6条12 並びに第9条から第

11条まで中「保証委託契約」とあるのは「立苛杉、委託契'訓と読み特えるもの
とする

■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、現在及び将来において、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、社会運動等標ぼ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。)1こ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暴力団員等が経営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ぺ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碩

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(借人及び連帯保証
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
インシユア(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)
個人情細とは、以下の個人に倒する惰報をいい、当.よ情報仁含まれる氏名、生年月
Hモの他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、その仙細のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することがで
き、それにより"定の側人を識別することかできるものも個人儒級に含まれます。

1氏名、性別、生年月日、住所、扱'番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住
所、勤務先砥話番号及び月収等の賦性惰報(変吏後の惰報を含む)

2保証委'.モ契約及ぴ賃貸保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び貨料等並
びに口庄情報等の契靭仂細

③保証委託契約及び賃貸保証契約に関する貸料支老、杁況等の取引仙報
①迎転免許証、パスポート及び外国人讐録証明霄等に記戟された本人確認のため

の情級
⑤個人の肖像又は音抑を磁気的又は光学的紀録媒体等にて記録された映像又は古

ル衍報
⑥裁判所等公共機関、官線、マスメディプ、田話帳又は住宅地図等において公削

されている枯報
第2条('する個人報)
当社は、緊急迎粘先及び同居人等の1"込名等の関係岩に関する個人恬叔についても
本条」頁に従って取り1長います.
第3条(個人報の利用目的)
当社が取り扱う側人仂細の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて側人仙
報を利用することはありません.
①保証委託契約及び貨貸保証契約の締結可否の判断のため
⑦保証委託契約及び貨賃保証契約の締鞘及び履行のため
③保証委託契約及び貸貸保証契約に基づく求殺権の行仙のため
①サービユの紹介のため
⑤サービスの品質向上のため
⑥ご意兄、ご要望又はご相肢について、確認、回答又はその他の対応左行うため
⑦賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収勧代行lf務を行う力め
き賃貸惜契約の殿行及び告理詑びに契約斜了後の偵樅m動の粘算に協力するため

ヒ記1から8の利用痢的を逮成するために必要な範囲での佃人惰叡の第三名へ
の捉供

第4条(個人の第三者への提供)
1 当社は、以下に,叉当する瑚合を除くほか、あらかじめ申込岩等木人の同意を得ず
に個人情叔を第古に捉供することはありません。
1法令に基づく場合
2人の生命、身体又は財産の保護のために遭、便がある場合であうて、小込打等本
人の同意を得ることが困難で肪るとき

3公衆衛生の向上又は児童の健全な青成の推進のために特に必安がある場合であ
つて、印込名等本人の同窓を将ることが困難であるとき

.国の機関筈しくは地力公共団体又はその委託冬受けた冉が怯令の定めるⅢ膓を
遂hすることに対して脇力する必要がある場合であ0て、巾込者等本人の同意
を得ることにより当該水務の遂行に支mを及ぽすおそれがあるとき

2 申込名"は、断社が申込古等の側人恬報志以下の第三岩に対し捉供することに同
意します
1第3条'ι載の利用目的の達成のために、申込名、述帯保証人予定舎、賃1詐人
連帯保'人、賃貸人、管理会社、仲介会社、緊急述絡先若しくは伺居人等の申
込者*の椡係告、又はその他しかるべき第三岩に対し捉供すること

2その他小込吉等が第者に不利益を及ぽすと当社が判断した場合に当該第古
に対し捉獣すること

第5条(第三者の範囲〕
以下の場合、個人情報の挫供を受ける古は、第三吉仁該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必安な範囲内において側人仙机の取り扱いの一部又は全

部を委託する場合(なお、委肌先における側人仂報の取"扱いについては当社が
貨任ミ負います)

@洽併その他の水由によるⅢ業の承雛に什0て個人恬椴が提供される場合
第6条(寂務保証報取扱機関への登録・利用等)
1 *込岩等は、当社が申込者等との保証委託契約締結可否の判断及び保証委託契釣
の殿行・求供椛の行使のため仁、当社の加馴する琢賃偵務保証制報取扱機関(以
下「加盟球貨偵窃保'仂報取扱機関」といら)に照会し、申込名等に関する佃人
仍假が質"されている場合には、当社が当該惰叡を利用することに同意します
●加豊家貸偵務保証付母取扱機倒

林般社団私人全国貨貸保証業凶会(略称LICC)林
所主所〒105.0004 舛ι京都ポ区析橘1「月7番10号汐留スへりフビル4酷

,Ⅱ話岳昇 0570.086.110

ナームヘーノアドレス httP ノノ」pg or.JP/

2.申込老等は、以下の表に定める個人情報が加盟家貸債務保証例報取扱機関に以

下の表に定める期岡登録され、加盟家賃債務保証仙報取扱機関の会員により申

込岩等との保証委証契約の締結可否の判断及び保証委託契約の製行・求償椛の

行使のために利用されることに同息します

■ 賢録侍机 赴"期剛

氏名、生年月日、住所、磁話番号等
の本人を特定するための"靴 下益の3又は4のいずれかの付桜が狂録さ

れている剛lm賃貸物件の名称、所在地等賃貸物件
を芥定するための惰似

当社が加里詠賃偵務保証惰似取撥機関に
保証委証契約の中込走したⅢ突 拠会した口から6ケ"削

当社の貨貸人に対する支老、い状況、
保'委託契豹棚四小及ぴ保。正委託契約終求憤金支"、柿求訴訟及び建物円1渡。青
了後偵務が?肖滅してから5年ml求訴訟に倒するM似

3 申込古等は、賃貸人が申込書等に対して雄物明渡罰求訴訟を捉起した場合に

これに係る例烈を、典貸人が当社に対し、当社が加盟家負偵易保,正仂弧取扱機

関に脊獄する目的で拙供することに同意します.

4.可1則として申込右等本人に隈り、加盟家11偵務保証惰擢取扱機関に脊録されて

いる個人仙弧仁係る開那・訂正等・利用停止等の,,,求を、加盟家貨偵務保証仙

叔取扱嫉関が定める予続き及ひ方法によて行立うことができます

第7条(個人報の当社への提供)
申込老等は、11」込右、述帯保証人予走古、 1t惜人、迎帯保,正人、 1T貸人、管理会

村.、仲介会礼又は緊急池絡先及び同軒人等の中込汽等の1對係汽が、中込岩等の個

人佃報を、姉3条記載の利用目的のために当社に対し捉供することに同意します。

第8条(個人報の開示、訂正等及ぴ利用.止等)
1 当社は、小込告等本人から、当骸申込汽等に倒する個人怡靴の開示、訂'等及

び利用停止等の諦求があった場合には、法令の定めるところにより、当'.会申込

名等に1刈する個人惰報の1用示、訂正等及ぴ利用仲止等左行います.

2.開示、訂正笘及び利用停止等をご元望の方は当社ホームページ

化ttPノ<"、、、 recrⅢt、6COJP)を参岡い力だくか、第18条紀載の向合せ窓口まで
ご述粘ください

第9条(個人の正確性)
当社は、利用圃的の達成に必要な囲内において、個人愉粧を正確かつ址折の内

容に保つよう努めますただし、保証委託契靭の印込"ι又は締軸"キにおいてご提

供いただいた側人愉叔が正確かつ最析であることについては、叶1込h等が貴任を

負うものとします

第10条(必要報の提出)

中込打等は、保'委託契約の由込、締結又は吸行に"嬰な仙報(麺転免鮓証

パス末ート等の杏類に記載された本篇地、国祷等の惰似を含む)を捉出すること

に同意しますまた、ウレジットカード保イi惰報や白己敲摩写の制線について毛

虚偽なく申告するものとします

第11条(個人伯報提供の任京性)

当社は、中込毛等が保,正委駈契靭に必斐な側人仙似を捉供しない場合には、保証

委証契約の締粘をお断りすることがあります。

第12条(密査結果)

申込古等は、瞥社の密査結来の内容について異議を中し立てないことに伺意しま

すなお、凹社は、俳査結宋に側する判定理山は剛示しません.また、当社は

怯令仁定められた訂正等・利用停止等の場合を靴き、提供された個人佑報及ひ佃

人惰報を含む1Ⅱ面についてはいかなる場合にも返却及ぴ肖1作食い力しません

第13条(個人の)
1 当社は、その管郡下にある個人情探の紛失、誤用及ぴ改変を防止するために

適切なセキュリティ対策の実施に努めます

2 当社は、保有する側人幣報について栃限を持つ利用打のみかプク七スできる安

全な現境下に保管するよう努めます

第14条(個人取り扱い業務の外部委託)

当社は、個人惰粧寺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、捉供を受けた個人制帆をもとに、個人左特定て,きない形式に加工した靴

計データを作戚することかあります当村は、当,亥データにつき何らの制隈なく

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)
当村.は、訟令等の定める乎続きによ打、必要な範剛内で本条爪を変更することが

できるものとします

第17条(個人報 者)

株式会社りクルートフォレントインシュフ軽営企画金宝長 P18160705

申込者署名欄

号室)

第18条(問合せ惑口)
佃人情報に関する苦仙、利用目的の通知、側示、訂正等、利用停止等又はその仙
のビ貴問、ご相肢暑しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご遡
絡ください

株式会社りクルートワオレントインシュプお客様相肢窓口
氾話番冉 0570.030.733
受付時問"躍日~金曜日(祝祭日fl:く) 10 00~19 00
通話内容(当社からの述銘を合む)につきましては、電高応、対の品質向上及
び通話内容の確認のため録音させていただいており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沓」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閲する条項」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、連帯保証人予定者並ぴに契約当事者(借人及ぴ連帯
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、個人愉報を取り扱うことに同意します。

入居予定物件名

報機聞への登録・利用)第1条(佃人
1.申込舎等は、当社が加盟する佃人岱用M報機関(個人の支打、能力・返済能力に
関する情机の収集及び朗1劉分Qに対する当該仙級の捉供を業とする名をいう
以下同じ)(当社が加盟する側人信用惰根機関左、以下「加劉信用估郭機1劃
という)及び加凱信用"報機倒と提携する佃人信用例似機関(以下拙携イ凹用
怡報機倒という)に汽社が照分し、申込名等の側人仂乳1が豊,'されている場
合には、中込名等の支杉、能ノ」・返纃能力に倒する謝在の目的に隈"、当社がそ
れ左利用することに同意します

2ι「1込老等は、申込者等に係る立符払委駈契釣に1'づく佃人情似、客鰻的な取引
市実が、加1鼎岱用惰秘機則に下表に定める削脚登罪され、加盟n用衍側機関及
び捉携信用仙假機関の加盟会Uにより、中込老等の支打、使力・返読能力に関す
る椡査のために利用されることに同愈します

公礼名

こ記入日(西暦)
年月 日20 (こ本人直で署名ください) ※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1レートフォレントインシユアへこ提出ください。
A三・A] 607ST05


