「S」シリーズ専⽤ Ver.2

ジェイリース株式会社 〈審査部〉 ⾏き

0570-006-660

送付先FAX ︓

※「S」シリーズは住居⽤プランに限ります。

保証委託審査申込書 兼 個⼈情報及び法⼈情報取扱同意書
私（保証委託審査申込者[個⼈並びに法⼈]及び連帯保証⼈予定者）は別紙記載の【個⼈情報及び法⼈情報の取扱に関する条項】に同
意のうえ、ジェイリース株式会社の保証委託契約に申し込みします。また別紙の「保証委託申込書」並びに「⼊居申込書」に事実とは異なるこ
と、虚偽の記載、代筆のいずれかが発覚した場合は、申し込みが無効となり契約が解除されても異議を申し⽴てません。保証委託申込から保
証委託契約までに⾄る取次業務（書類授受や審査結果回答受領）について、協定不動産会社に委託します。
申込⽇

⻄暦

■申込者さま 記⼊欄

20

年

⽉

□

いずれかに☑チェックをしてください。→

⽇

□

個⼈の⽅

カナ

法⼈の⽅

⽣年⽉⽇（和暦）

申込者名
（個⼈名 or 法⼈名）

M T
S H

TEL（携帯電話）

-

-

TEL（固定電話）

⽉

年
-

⽇

-

代表者名
（※法⼈の場合）

連帯保証⼈予定者

※申込者さま、連帯保証⼈予定者さま及び代表者さまご本⼈が署名してください。

■協定不動産会社さま（ジェイリース代理店） 記⼊欄
協定不動産会社名

株式会社アズ企画設計

全管協
少額短期保険

□

利⽤する

⽀店名
営業所名

担当者名

東京海上
ミレア・ウエスト

□

利⽤する

⽇本共済

□

利⽤する

FAX

048-298-2000

048-298-1700

TEL

申込物件名

号室

物件⽤途
（事業⽤のみ）

⽉額
総賃料

円

※物件⽤途の例︓美容室 居酒屋 整体 など

ご利⽤いただく保証プラン（チェック☑を⼊れてください。）

※保証プランの保証料率は⽉額総賃料に対し算出します。

住居⽤プラン

□

★アズ企画設計特別
J-ウイング（毎年⽀払タイプ）
初回︓⽉額総賃料の50％
継続︓毎年/⼀律 ￥10,000

★アズ企画設計特別 JWF

□

□

初回︓⼀律 ￥10,000
継続︓毎⽉/⼀律 1％

★アズ企画設計特別

□

※別途⼝座振替⼿数料

既存⼊居トリオ30切替
初回︓⽉額総賃料の30％
継続︓2年/⼀律 30％

事業⽤プラン

□

□

（毎⽉および毎年⽀払タイプ）
初回︓⽉額総賃料の50％
継続︓毎⽉/⼀律 ￥500

□

学⽣プラン（毎年⽀払タイプ）
初回︓⼀律 ￥10,000
継続︓毎年/⼀律 ￥10,000

継続︓毎年/⼀律 ￥10,000

★アズ企画設計特別
既存⼊居（毎⽉⽀払タイプ）

J-サポート（⼀括⽀払タイプ）
初回︓⽉額総賃料の80％

J-AKINAI(毎年⽀払タイプ)
初回︓⽉額総賃料の100％
継続︓毎年/⽉額総賃料の

10％

★アズ企画設計特別

★アズ企画設計特別

□

既存⼊居トリオ50切替
初回︓⼀律 ￥10,000

□

継続︓毎年/⼀律 ￥10,000

既存⼊居家主切替
（⼀括⽀払タイプ）
初回︓⽉額総賃料の69％

駐⾞場・収納スペースプラン

□

駐⾞場・TRCプラン
（⼀括⽀払タイプ）
初回︓⽉額総賃料の50％

※保証限度額︓24ヶ⽉分
Copyright © J-LEASE Co.,LTD. All Rights Reserved.
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お客様へご説明し、お渡し下さい

【お申込みからご入居までの流れ（個人様用）】
★ お申込み
ＦＡＸでのお申込みとなります。
1.申込書のご提出
2.身分証明書 写し の提出
（運転免許証・健康保険証・パスポート）
等
※弊社の許可なく仲介業者様へ「仮押さえ金」「手付金」「害虫駆除作業費」その他名目でお客様
から金銭のお支払いをしないでください

約 2 ～ 3日

★入居審査

1.保証会社・管理会社の審査
2.ご本人様へのご確認
※場合により緊急連絡先（連帯保証人）様への確認、在籍確認等
（申込状況により確認内容は変わります
。）
※弊社にて面談を行う場合がございます。
（ペットを飼育される方、外国籍の方等）
3. オーナー様に申し込み内容・面談内容の報告
★審査結果のご報告
全ての審査を通過しましたら、アズ企画設計よりお客様へお電話等でやり取りをさせて頂きます。
1.入居希望日・家賃発生日の決定
2.契約書類・契約金明細書を作成
→ 契約金は契約前にお振込をお願い致しております。
契約書一式・公共機関（ライフライン関係）の連絡先は事前に郵送致しますので、ご確認下さい。
約 1 週間～ ★ご契約必要書類としてご準備いただく物
1 0 日
□入居者全員の住民票（原本３ヶ月以内に取得のもの）
□契約者の収入証明書（源泉徴収票もしくは給与明細３ヶ月分）←必要に応じて
□契約者ご印鑑（お認め印）
□通帳口座番号が確認できるもの
□銀行印
□駐車場契約の場合
運転免許証・車検証の写し
□連帯保証人様付帯の場合
印鑑登録証明書（3 ヶ月以内に取得のもの、原本）・保証人承諾書
□ペット飼育の場合
犬の場合 犬鑑札、狂犬病予防注射表、混合ワクチン予防接種済証
猫の場合 混合ワクチン予防接種済証
□その他、送付済の契約書類一式（契約書、保証契約書等）
※必要書類・印鑑がそろっていない場合、ご契約ができませんのでご注意ください。
その場合、既に引起しのお手配をされていても引越し費用の補償は出来かねますのでご了承下さい
※毎月のお家賃は保証会社からの引落としとなり、別途引落手数料が300円（税別）かかります。
★ご契約
事前に契約日時を決定させて頂きます。
※審査承認後であっても、弊社規約に従っていただけない等の理由により契約をお断りさせて頂く
場合がございます。ご契約時に弊社担当と再度室内を確認し、チェックリストの記入をお願い
しております。
★鍵のお渡し
※上記書類・ご入金が確認出来次第の鍵渡しとなります。
お渡し時にはお認印が必要となります。契約時に再度室内を確認していない場合
、、この段階
で再度室肉をご確認頂き、チェックリストの記入をお願い致します。
上記内容確認し、同意致します。

年

月

お客様 氏名

日

印

【お申込みからご入居までの流れ（仲介業者様用）】
★お申込み
1 申込書のご提出
2 身分証明書 写し の提出
（運転免許証・健康保険証・
パスポート等）
※ 審査の過程で、契約者の収入証明書（源泉徴収票か課税証明）を頂く場合がございます。
★事業用物件の場合
1 事業計画書（新規開業の場合）
2 造作を行う場合は内容を記載した図面
※お申し込み後、3営業日以上ご連絡が取れない場合はキンャセルとなる可能性がございます。
※ 弊社の許可なく仲介業者様にて「仮押さえ金」「手付金」「害虫駆除作業費」その他名目でお客様
から金銭の受領をしないでください

約2

～

3日

★入居審査

1.保証会社・管理会社の審査
2.ご本人様へのご確認（身分証明書を審査時に提出された場合、基本的にはお電話はいきません）
※場合により緊急連絡先（連帯保証人）様への確認、在籍確認等
（申込状況により確認内容は変わります
。。）
※弊社にて面談を行う場合がございます。
（ペットを飼育される方、外国籍の方等）
3. オーナー様に申し込み内容・面談内容の報告
★審査結果のご報告
全ての審査を通過しましたら、アズ企画設計より仲介業者様へご連絡させて頂きます。
1.入居希望日・家賃発生日の決定
2.契約書類・契約金明細書を作成
→ 契約金は契約前にお振込をお願い致しております。
契約書一式・公共機関（ライフライン関係）の連絡先は事前に郵送致しますので、ご確認下さい。

約 1 週間～

仲介業者様

1 0 日 ★ご契約必要書類としてご準備いただく物

□入居者全員の住民票（原本３ヶ月以内に取得のもの）
宅地建物取引士証の写し
□契約者の収入証明書（源泉徴収票もしくは給与明細３ヶ月分）
↑必要に応じて
□契約者ご印鑑（お認め印）
（重要事項説明者の取引士証）
□通帳口座番号が確認できるもの
□銀行印
□駐車場契約の場合
契約書類返送時同封
運転免許証・車検証の写し
※添付が無い場合はAD支払が
□連帯保証人様付帯の場合
出来ませんのでご了承下さい
印鑑登録証明書（3 ヶ月以内に取得のもの、原本）・保証人承諾書
□ペット飼育の場合
犬の場合 犬鑑札、狂犬病予防注射表、混合ワクチン予防接種済証
猫の場合 混合ワクチン予防接種済証
□その他、送付済の契約書類一式（契約書、保証契約書等）
※必要書類・印鑑がそろっていない場合、ご契約ができませんのでご注意ください。
その場合、既に引起しのお手配をされていても引越し費用の補償は出来かねますのでご了承下さい
※毎月のお家賃は保証会社からの引落としとなり、別途引落手数料が300円（税別）かかります。

⇓⇓⇓

★ご契約
事前に契約日時を決定させて頂きます。
※審査承認後であっても、弊社規約に従っていただけない等の理由により契約をお断りさせて頂く
場合がございます。ご契約時に弊社担当と再度室内を確認し、チェックリストの記入をお願い
しております。
★鍵のお渡し
※上記書類・ご入金が確認出来次第の鍵渡しとなります。
お渡し時にはお認印が必要となります。契約時に再度室内を確認していない場合
、、この段階で再度
室肉をご確認頂き、チェックリストの記入をお願い致します。

＊契約後
広告料のある物件は、鍵のお渡しを含め、書類が全て完了致しましたら、
金曜締めの翌金曜送金
となります。
（送金手数料は差引かせて頂きます）
※6ヶ月以内に解約の場合、広告料は返金して頂きます（建替等、元々短期契約の場合を除く）

上記内容確認し、同意致します。

年

月

日

仲介業者様氏名

印

