【関西エリア】弊社管理物件をお申込いただく皆様へ
東急住宅リース株式会社
この度は、弊社管理物件にお申込いただき誠にありがとうございます。
申込および契約についてご案内させていただきますので、ご確認の上、お手続きをお願いします。

１． 申込にあたって
弊社にて申込受領次第、物件を確保いたします。
下記の必要書類を申込後 3 日以内にご提出ください。

＜申込時必要書類＞

２． 賃貸借契約にあたって
1.ご契約の場合には、下記の契約時必要書類をご準備ください。

＜契約時必要書類＞
（１） 契約者様
・会社登記簿謄本 ※法人契約の場合
・会社概要 ※法人契約の場合
・収入証明書 ※申込時提出済みの場合は不要
（２）連帯保証人様
・収入証明書
・印鑑証明書

（１）必ずご提出いただく書類

個人契約

・申込者の本人確認書類（運転免許証、パスポート等）
※外国籍の方の場合は在留カード
・申込者の年収確認書類（源泉徴収票、確定申告書類等）
・代表入居者の本人確認書類（運転免許証、パスポート、学生証等）

法人契約

・会社概要
・会社の履歴事項証明書
・決算書（１期分以上）
（貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費）
・連帯保証人の本人確認書類（運転免許証、パスポート等）
※オリコ：連帯保証人は代表者又は入居者

（２）保証会社利用の場合にご提出いただく書類 ※個人契約は原則として加入必須※
・エルズサポート
・保証委託及び立替払委託契約のお申込時の確認・同意書
・オリコフォレントインシュア
・クレディセゾン
・賃料立替払委託契約・保証委託契約・連帯保証契約申込書
・エポスカード
・ＲＯＯＭＩＤ申込書
・全保連
・個人情報の取得・管理・利用に関する同意書
・近畿保証
・個人情報同意書・保証委託内容確認書
※物件により、申込内容により、上記以外にその他書類のご提出をお願いする場合がございます。
※法人契約の場合、社宅規定により上記書類ご提出が難しい場合には担当者へご相談ください。
※弊社または提携保証会社より契約者および連帯保証人、緊急連絡先のご自宅・携帯・勤務先に確認のご連絡をさせて
いただく場合があります。
※お申込を頂きましても、場合によってお断りさせていただく場合があります。その理由につきましては一切申し上げ
られませんので、予めご了承ください。

申込後の確認のお願い
ＷＥＢ申込後（個人契約）
・申込書 FAX 送信後（法人契約）、必ず、コールセンター（TEL:０５０－２０１７０１０９）へ確認のお電話をお願いいたします。
※申込後（入居審査・契約書・鍵渡しなど）は関西支店（ＴＥＬ：０６－６４８６－８１９７）にて承ります。

（３）入居者様
・顔写真（カラー）
・社員証の写しもしくは健康保険証写し
・運転免許証写し（カラーコピー or 写真が鮮明な白黒）

どちらか

※物件およびお申込み内容により、上記以外にその他書類のご提出をお願いする場合がございます。
※法人契約の場合、社宅規定により上記書類ご提出が難しい場合には担当者へご相談ください。
※法人契約で保証会社を利用する場合には、保証委託契約に対して連帯保証人が必要となり、連帯保証人の印鑑証明書の
ご提出が必要となります。

2.鍵のお引渡しは、弊社にて下記を全て確認後、起算日前日到着で、鍵を発送させていただきます。
ご入金がありましても、書類のご提出が未了の場合には鍵のお引渡しができませんので、予めご了承ください。

■契約金のご入金
■契約書類一式（契約時必要書類含む）のご返送
■住宅総合保険の手続き完了

東急住宅リースから、契約者様・⼊居者様専⽤の
暮らしに役⽴つお得なサービスのご案内です︕
web サイト「リーブル」
︓http://www.tokyu-hl-libre.jp/
※⼀部住⼾ではご利⽤できない場合がございます。

お客様ひとりひとりのマイページをご⽤意しました
お知らせ機能

http://www.tokyu-hl-libre.jp/
室内修理のお問合せ

お客様だけに向けたお知らせや

室内の不具合や

ご契約している物件についてのお知らせを

設備の故障、⽔漏れ等発⽣した時、

パソコンからいつでも確認いただけます。

連絡先がパソコンから直ぐに検索できます。

住まいの説明書

賃貸借契約の解約申請

ご⼊居〜ご退去まで、知っておいていただきたい

賃貸借契約解約の申し出は、

情報をお伝えします。暮らしの中で迷っても

いつでもここからできます。

直ぐにヒントが⾒つかります。

予め⽇程が決まった時点でお申し出ください。
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ົඛ䚸ົඛ㟁ヰ␒ྕ䚸ᐙ᪘ᵓᡂ䚸ఫᒃ≧ἣ䚸E-mail 䜰䝗䝺䝇䛭䛾ධᒃ⏦㎸ ௨ෆ䐡മົ䛾ᨭᡶ䛔䜢ᘏ䛧䛯ᐇ䛿ዎ⣙ᮇ㛫୰ཬ䜃ዎ⣙⤊ᚋ䠑ᖺ௨ෆ
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ͤ䞞䝅䞊䞉䜰䜲䞉䝅䞊䠄䠟䠥䠟䠅䛾ຍ┕㈨᱁䚸ຍ┕ဨᴗྡ➼䛾ヲ⣽䛿䚸ୖグ䛾ྠ♫
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ዎ⣙᮲௳➼䚸㈤㈚ዎ⣙䛻㛵䛩䜛ሗ
䠐䠊ᥦᦠಶேಙ⏝ሗᶵ㛵䛿䚸ୗグ䛾䛸䛚䜚䛷䛩䚹
䐵ᮏዎ⣙䛻㝶䛧䛶䛜▱䜚ᚓ䛯⏦㎸ே䚸ྠᒃணᐃ⪅䚸⥭ᛴ㐃⤡ඛ➼䛾ሗ
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䛈䠍䠍䠌䠉䠌䠌䠍䠐
䐷ᮏዎ⣙⥾⤖ᚋ䛾ྛྲྀᘬ䛻㛵䛩䜛᭶䚻䛾ᨭᡶ≧ἣ➼䛾ሗ
ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝୍┠䠍䠌␒䠍䠐ྕ ఫື⏘ୖ㔝䝡䝹䠑ྕ㤋
䐸ᮏዎ⣙䛻㛵䛩䜛⏦㎸ே䛾ᨭᡶ⬟ຊ䛾ㄪᰝ䜢⾜䛳䛯㝿䛻䛜㞟䛧䛯எ䛾
TEL 䠌䠑䠓䠌䠉䠌䠑䠑䠉䠕䠑䠑
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ͤ䞞᪥ᮏಙ⏝ሗᶵᵓ䠄䠦䠥䠟䠟䠅䛿㈚㔠ᴗἲ䛻ᇶ䛵䛟ᣦᐃಙ⏝ሗᶵ㛵䛷䛩䚹
䐹எ䛛䜙䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫ཪ䛿䛤㐃⤡䛧䛯㝿➼䛾ヰ䛾グ㘓ሗ
䕺ᅜ㖟⾜ಶேಙ⏝ሗ䝉䞁䝍䞊
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䛥䜜䛯ሗ
TEL 䠌䠍䠎䠌䠉䠑䠐䠌䠉䠑䠑䠔
䐻ᐁሗ䜔㟁ヰᖒ➼୍⯡䛻බ㛤䛥䜜䛶䛔䜛ሗ
䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜰䝗䝺䝇 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
䠎䠊䛜ྛྲྀᘬ䛻㛵䛩䜛ಙ䚸⟶⌮䚸䛭䛾䛾ᴗົ䛾୍㒊ཪ䛿㒊䜢䚸䛾ጤ
ͤᅜ㖟⾜ಶேಙ⏝ሗ䝉䞁䝍䞊䛿䛻㔠⼥ᶵ㛵䛸䛭䛾㛵ಀ♫䜢ဨ䛸䛩䜛ಶ
クඛᴗ䛻ጤク䛩䜛ሙྜ䛻䚸䛜ಶேሗ䛾ಖㆤᥐ⨨䜢ㅮ䛨䛯ୖ䛷䚸➨䠍㡯䛻 ேಙ⏝ሗᶵ㛵䛷䛩䚹
䜘䜚㞟䛧䛯ᮏ௳ಶேሗ䜢ᙜヱጤクඛᴗ䛻ᥦ౪䛧䚸ᙜヱጤクඛᴗ䛜ཷク
䛾┠ⓗ䛻㝈䛳䛶⏝䛩䜛ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
➨䠑᮲䠄ᮏྠព᮲㡯䛻ྠព䛾ሙྜ䠅
䛿䚸எ䛜ྛྲྀᘬ䛾䛚⏦㎸䜏䛻ᚲせ䛺グ㍕㡯䠄ྛྲྀᘬ䛾⏦㎸᭩䛷எ䛜グ㍕䛩䜉
➨䠎᮲䠄ಶேሗ䛾ᥦ౪䞉⏝䠅
䛝㡯䠅䛾グ㍕䜢䛥䜜䛺䛔ሙྜཬ䜃ᮏྠព᮲㡯䛾㒊ཪ䛿୍㒊䜢ᢎㄆ䛷䛝䛺䛔ሙ
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䛾ಖ᭷䛩䜛எ䛾ಶேሗ䛻㛵䛩䜛䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䜔䚸㛤♧䞉ゞṇ䞉๐㝖䛾⏦ฟ䚸➨
䠷ᥦ౪䛩䜛ಶேሗ䠹
䠏᮲➨䠎㡯䛾Ⴀᴗ┠ⓗ䛷䛾⏝䛾୰Ṇ䚸䛭䛾䛤ពぢ䛾⏦ฟ䛻㛵䛧䜎䛧䛶䛿䚸ୗグ
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䛾ၥ䛔ྜ䜟䛫ඛ䜎䛷䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
ᰴᘧ♫䜽䝺䝕䜱䝉䝌䞁 ᐙ㈤ಖド䝃䝫䞊䝖䝕䝇䜽
➨䠏᮲䠄Ⴀᴗάື➼䛾┠ⓗ䛷䛾ಶேሗ䛾⏝䠅
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䠍䠊எ䛿䚸➨䠍᮲➨䠍㡯䛻ᐃ䜑䜛⏝┠ⓗ䛾䜋䛛䚸䛜ୗグ䛾┠ⓗ䛾䛯䜑䛻➨䠍
᮲➨䠍㡯➨䠍ྕ䛾ಶேሗ䜢⏝䛩䜛䛣䛸䛻ྠព䛧䜎䛩䚹
➨䠓᮲䠄ྛྲྀᘬ䛾ዎ⣙䛜ᡂ❧䛾ሙྜ䠅
䐳䛾䜽䝺䝆䝑䝖㛵㐃ᴗཬ䜃㔠⼥䝃䞊䝡䝇ᴗ䠄䛭䜜䜙䛻㝶䛧䛶ᥦ౪䛩䜛
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䐵䛾䜽䝺䝆䝑䝖㛵㐃ᴗཬ䜃㔠⼥䝃䞊䝡䝇ᴗ䠄䛭䜜䜙䛻㝶䛧䛶ᥦ౪䛩䜛
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䐟䠉䠍ಶ㻔㻞㻜㻚㻜㻞㻕
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ἲே⏝
䚷䚷㈤ᩱ❧᭰ᡶጤクዎ⣙䞉ಖドጤクዎ⣙䞉㐃ᖏಖドዎ⣙⏦㎸᭩
ᙜ♫䛿䚸ู⣬グ㍕䛾䛂ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛔䠄㞟䞉ಖ᭷䞉⏝䞉ᥦ౪䠅䛻㛵䛩䜛ྠព᮲㡯䛃䛻ྠព䛾䛖
䛘䚸㈤ᩱ❧᭰ᡶጤクዎ⣙䛚䜘䜃ಖドጤクዎ⣙䜢⏦䛧㎸䜏䛔䛯䛧䜎䛩䚹㐃ᖏಖドேணᐃ⪅䛿䚸ู
⣬グ㍕䛾䛂ಶேሗ䛾ྲྀᢅ䛔䠄㞟䞉ಖ᭷䞉⏝䞉ᥦ౪䠅䛻㛵䛩䜛ྠព᮲㡯䛃䛻ྠព䛾䛖䛘䚸ಖドጤ
クዎ⣙䛻ಀ䜛㐃ᖏಖドዎ⣙䜢⏦䛧㎸䜏䛔䛯䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸ู⣬䛂ධᒃ⏦㎸᭩䛃䛾グ㍕ෆᐜ䛻┦㐪
䛺䛔䛣䛸䜢☜ㄆ䛧䜎䛩䚹ᮏ⏦㎸᭩䛚䜘䜃ู⣬䛂ධᒃ⏦㎸᭩䛃䛻ᐇ䛸␗䛺䜛䛒䜛䛔䛿ഇ䛾グ㍕䛜
䛒䛳䛯ሙྜ䛿⏦䛧㎸䜏䛜↓ຠ䛸䛺䜚䚸䜎䛯ዎ⣙䜢ゎ㝖䛥䜜䛶䜒␗㆟䜢⏦䛧❧䛶䜎䛫䜣䚹
⏦䛧㎸䜏䛛䜙ዎ⣙⥾⤖䛻⮳䜛䜎䛷䛻Ⓨ⏕䛩䜛䚸㈗♫䛻ᥦฟ䛩䜉䛝᭩㢮䛻㛵䛩䜛ྲྀḟᴗົ䛚䜘䜃
⏦䛧㎸䜏䛻ᇶ䛵䛟㈗♫䛛䜙䛾ᑂᰝྍྰ㐃⤡䛾ཷ㡿ᴗົ䛻䛴䛔䛶䚸ୗグ௰♫䜎䛯䛿⟶⌮♫
䛻ጤク䛧䜎䛩䚹
⏦㎸᪥

㻞㻜

ᖺ

᭶

᪥

䝣䝸䜺䝘

♫ྡ

䝣䝸䜺䝘
㐃ᖏ
ಖドே
ணᐃ⪅
㻔௦⾲⪅㻕

䛤ᢸᙜ㒊⨫
㟁ヰ␒ྕ

⮬⨫

⏕ᖺ᭶᪥

ᖺ

᭶

䠉

䠉

᪥

䠄

ṓ䠅

䕱䛚⏦㎸䜏䛻㝿䛧䚸௨ୗ䛾タၥ䛻䛚⟅䛘䛟䛰䛥䛔䚹

䠍䠊ẖ᭶䛾㈤ᩱ➼䛾䛚ᨭᡶ䛔᪉ἲ䛻䛴䛔䛶䠄䚷ཱྀᗙ᭰䚷䞉䚷㎸䜏䚷䠅䜢ᕼᮃ䛩䜛䚹
䚷䈜ཱྀᗙ᭰᪥䛚䜘䜃㎸䜏ᮇ᪥䛿䚸ẖ᭶㻞㻢᪥䠄㖟⾜ఇᴗ᪥䛾ሙྜ䛿䚸⩣Ⴀᴗ᪥䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹

䛆⟶⌮♫ᵝグධḍ䛇

ἲே䝥䝷䞁

ಖド䝥䝷䞁
௰♫
㻌䈜♫ྡ䞉ఫᡤ䞉㟁ヰ㻛㻲㻭㼄␒ྕ䞉ᢸᙜ⪅ྡ䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

⟶⌮♫
㻌䈜♫ྡ䞉ఫᡤ䞉㟁ヰ㻛㻲㻭㼄␒ྕ䞉ᢸᙜ⪅ྡ䜢䛤グධ䛟䛰䛥䛔䚹

⏦㎸ேཬࡧ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅㸦௨ୗዎ⣙ᡂ❧ࡼࡾ⏦㎸ேཬࡧ㐃ᖏಖドேண
ᐃ⪅ࡀྛዎ⣙ࡢᙜ⪅࡞ࡗࡓሙྜࢆ⥲⛠ࡋ࡚௨ୗࠕஎࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡣࠊᮏ
ྠព᮲㡯ࢆ⌮ゎࡋࠊྠពࡋࡓୖࠊᰴᘧ♫ࢡࣞࢹࢭࢰࣥ㸦௨ୗࠕࠖ࠸
࠺ࠋ㸧ᑐࡋࠊ⏦㎸ேࡣࠊ❧᭰ᡶጤクዎ⣙つᐃཬࡧಖドጤクዎ⣙つᐃྠព
ࡢୖࠊ❧᭰ᡶጤクዎ⣙ཬࡧಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ࡳࢆࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㐃ᖏಖド
ேணᐃ⪅ࡣࠊಖドጤクዎ⣙つᐃྠពࡢୖࠊಖドጤクዎ⣙ಀࡿ㐃ᖏಖドዎ
⣙ࡢ⏦㎸ࡳࢆࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊୗグつᐃ࠾࠸࡚ࠕᮏዎ⣙ࠖࡣࠊ⏦㎸ேࡢ
❧᭰ᡶጤクዎ⣙ཬࡧಖドጤクዎ⣙୪ࡧ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅ࡢ㐃ᖏಖドዎ⣙
ࢆពࡍࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
➨㸯᮲㸦ಶேሗࡢ㞟࣭ಖ᭷࣭⏝㸧
㸯㸬எࡣࠊᮏዎ⣙ࡢ࠾⏦㎸ࡳࠊⓎ⾜ࡢࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻಀࡿࡢྲྀᘬࠊ
ࡑࡢࡢࡢྛ✀ྲྀᘬ㸦௨ୗ⥲⛠ࡋ࡚ࠕྛྲྀᘬࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢಙุ᩿ཬ
ࡧಙᚋࡢ⟶⌮ࡢࡓࡵࠊࡀ௨ୗࡢሗ㸦௨ୗࡇࢀࡽࢆ⥲⛠ࡋ࡚ࠕᮏ௳ಶ
ேሗࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࢆࠊᡤᐃࡢಖㆤᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ࠊ㞟࣭ಖ᭷࣭⏝
ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ᮏዎ⣙㛵ࡋࠊᮏዎ⣙ࡢ⏦㎸᭩ཬࡧዎ⣙᭩ࠊ୪ࡧᮏዎ⣙ᇶ࡙ࡃ❧
᭰ᡶ➼ࡢ┠ⓗ࡞ࡿ㈤ᩱ➼ࡢⓎ⏕ཎᅉ࡞ࡿ⏦㎸ே㈤㈚ே㸦௨ୗࠕᮏ௳㈤
㈚ேࠖ࠸࠺ࠋ㸧ࡢ㈤㈚ዎ⣙㸦௨ୗࠕᮏ௳㈤㈚ዎ⣙ࠖ࠸࠺ࠋ㸧ಀ
ࡿධᒃ⏦㎸᭩ࠊ㈤㈚ዎ⣙᭩➼எࡀグ㍕ࡋࡓஎࡢẶྡࠊᛶูࠊᖺ㱋ࠊ⏕ᖺ
᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕࠊົඛࠊົඛ㟁ヰ␒ྕࠊᐙ᪘ᵓᡂࠊఫᒃ≧ἣࠊ(
PDLOࢻࣞࢫࡑࡢධᒃ⏦㎸᭩ࠊ㈤㈚ዎ⣙᭩➼ࡢグ㍕ෆᐜࡼࡾࡀ▱ࡾ
ᚓࡓஎᮏேࡢሗ
㸦㸰㸧ᮏ௳㈤㈚ዎ⣙ಀࡿ㈤㈚≀௳ࡢᡤᅾᆅࠊ≀௳ྡࠊ㈤ᩱࠊᩜ㔠ࠊࡑ
ࡢࡢዎ⣙᮲௳➼ࠊ㈤㈚ዎ⣙㛵ࡍࡿሗ
㸦㸱㸧ᮏዎ⣙㝶ࡋ࡚ࡀ▱ࡾᚓࡓ⏦㎸ேࠊྠᒃணᐃ⪅ࠊ⥭ᛴ㐃⤡ඛࠊ㐃
ᖏಖドே➼ࡢሗ
㸦㸲㸧ࡢㄳồࡼࡾஎࡽᥦฟࢆཷࡅࡓᮏே☜ㄆ᭩㢮グ㍕ࡉࢀࡓሗ
㸦㸳㸧ᮏዎ⣙⥾⤖ᚋࡢྛྲྀᘬ㛵ࡍࡿ᭶ࠎࡢᨭᡶ≧ἣ➼ࡢሗ
㸦㸴㸧ᮏዎ⣙㛵ࡍࡿ⏦㎸ேࡢᨭᡶ⬟ຊࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࡀ㞟ࡋࡓஎ
ࡢ࠾ࡅࡿࢡࣞࢪࢵࢺ⏝ᒚṔࠊ㐣ཤࡢമົࡢ㏉῭≧ἣཬࡧࡢㄳồࡼ
ࡾஎࡽᥦฟࢆཷࡅࡓ※Ἠᚩ⚊➼グ㍕ࡉࢀࡓධ➼㛵ࡍࡿሗ
㸦㸵㸧எࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏཪࡣࡈ㐃⤡ࡋࡓ㝿➼ࡢヰࡢグ㘓ሗ
㸦㸶㸧ᮏዎ⣙⥾⤖ᚋࡢዎ⣙⟶⌮ࡢࡓࡵࡀྲྀᚓࡋࡓஎࡢఫẸ⚊ࡢࡋ➼
グ㍕ࡉࢀࡓሗ
㸦㸷㸧ᐁሗࡸ㟁ヰᖒ➼୍⯡බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿሗ
㸰㸬ࡀྛྲྀᘬ㛵ࡍࡿಙࠊ⟶⌮ࠊࡑࡢࡢᴗົࡢ୍㒊ཪࡣ㒊ࢆࠊࡢ
ጤクඛᴗጤクࡍࡿሙྜࠊࡀಶேሗࡢಖㆤᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ࠊ➨㡯
ࡼࡾ㞟ࡋࡓᮏ௳ಶேሗࢆᙜヱጤクඛᴗᥦ౪ࡋࠊᙜヱጤクඛᴗࡀ
ཷクࡢ┠ⓗ㝈ࡗ࡚⏝ࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
➨㸰᮲㸦ಶேሗࡢᥦ౪࣭⏝㸧
எࡣࡀಖㆤᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓୖ࡛ࠊ௨ୗࡢಶேሗࢆᮏ௳㈤㈚ேཬࡧᮏ௳㈤㈚
ேࡀᣦᐃࡋࡓື⏘⟶⌮♫ᥦ౪ࡋࠊᮏ௳㈤㈚ேཬࡧᮏ௳㈤㈚ேࡀᣦᐃࡋ
ࡓື⏘⟶⌮♫ࡀ௨ୗࡢ┠ⓗ࡛⏝ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
㹙⏝┠ⓗ㹛
ᮏዎ⣙ཪࡣᮏ௳㈤㈚ዎ⣙ࡢ⟶⌮➼
㹙ᥦ౪ࡍࡿಶேሗ㹛
ᮏዎ⣙⥾⤖ᚋࡢྛྲྀᘬ㛵ࡍࡿ᭶ࠎࡢᨭᡶ≧ἣ➼ࡢሗ
➨㸱᮲㸦Ⴀᴗάື➼ࡢ┠ⓗ࡛ࡢಶேሗࡢ⏝㸧
㸯㸬எࡣࠊ➨᮲➨㡯ᐃࡵࡿ⏝┠ⓗࡢࠊࡀୗグࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ➨
᮲➨㡯➨ྕࡢಶேሗࢆ⏝ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧ࡢࢡࣞࢪࢵࢺ㛵㐃ᴗཬࡧ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗ㸦ࡑࢀࡽ㝶ࡋ࡚ᥦ
౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆྵࡴࠋ㸧ࠊ୪ࡧࡑࡢࡢᴗ࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࠊ
ᐉఏ≀࣭༳ๅ≀ࡢ㏦ࠊ㟁ヰ➼ࡼࡿႠᴗෆཬࡧ㛵㐃ࡍࡿࣇࢱ࣮ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡢᐇ
㸦㸰㸧௨እࡢ➨୕⪅ࡽཷクࡋ࡚⾜࠺ᙜヱ➨୕⪅ࡢᐉఏ≀࣭༳ๅ≀ࡢ㏦
ཬࡧ㟁ヰ➼ࡼࡿႠᴗෆࡢᐇ
㸦㸱㸧ࡢࢡࣞࢪࢵࢺ㛵㐃ᴗཬࡧ㔠⼥ࢧ࣮ࣅࢫᴗ㸦ࡑࢀࡽ㝶ࡋ࡚ᥦ
౪ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆྵࡴࠋ㸧ࠊ୪ࡧࡑࡢࡢᴗ࠾ࡅࡿᕷሙㄪᰝཬࡧၟ
ရ㛤Ⓨ
ͤࡢලయⓗ࡞ᴗෆᐜࡣࠊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
㸦KWWSVZZZVDLVRQFDUGFRMS㸧ᖖᥖ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸰㸬எࡣࠊ๓㡯   ࡢ┠ⓗ࡛ࡢಶேሗࡢ⏝ࡘ࠸࡚ࠊᑐࡋ࡚୰Ṇ
ࡢ⏦ฟࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋణࡋࠊྛྲྀᘬࡢつ⣙➼ᇶ࡙ࡁࡀ㏦ࡍࡿㄳồ᭩➼
グ㍕ࡉࢀࡿႠᴗෆཬࡧࡑࡢྠᑒ≀ࡣ㝖ࡁࡲࡍࠋ

➨㸲᮲㸦ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࡢⓏ㘓࣭⏝㸧
㸯㸬எࡢᨭᡶ⬟ຊࡢㄪᰝࡢࡓࡵࠊࡀຍ┕ࡍࡿಶேಙ⏝ሗᶵ㛵(ಶேࡢᨭᡶ
⬟ຊ㛵ࡍࡿሗࡢ㞟ཬࡧᙜヱᶵ㛵ࡢဨᑐࡍࡿᙜヱሗࡢᥦ౪ࢆᴗࡍ
ࡿ⪅ࢆ࠸࠸ࠊ௨ୗࠕຍ┕ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ㸧↷ࡋࠊஎཬࡧஎࡢ
㓄അ⪅ࡢಶேሗࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࢆ⏝ࡍࡿࡇྠពࡋࡲ
ࡍࠋ࡞࠾ࠊຍ┕ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ཬࡧຍ┕ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ᥦᦠࡍࡿಶேಙ
⏝ሗᶵ㛵㸦௨ୗࠕᥦᦠಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࠖ࠸࠺ࠋ㸧Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿಶே
ሗࡣࠊᨭᡶ⬟ຊ㸦㏉῭⬟ຊ㸧ࡢㄪᰝ௨እࡢ┠ⓗ࡛⏝ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ
ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸰㸬எࡢྛྲྀᘬ㛵ࡍࡿᐈほⓗ࡞ྲྀᘬᐇᇶ࡙ࡃಶேሗࡀࠊ➨3㡯ᐃࡵࡿ
࠾ࡾຍ┕ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵Ⓩ㘓ࡉࢀࠊຍ┕ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ཬࡧᥦᦠಶே
ಙ⏝ሗᶵ㛵ࡢຍ┕ဨࡼࡾࠊஎࡢᨭᡶ⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝࡢࡓࡵ⏝ࡉࢀ
ࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
㸱㸬ຍ┕ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࡢྡ⛠ࠊఫᡤࠊၥ࠸ྜࢃࡏ㟁ヰ␒ྕࠊⓏ㘓ሗࠊཬ
ࡧⓏ㘓ᮇ㛫ࡣୗグࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
یओࢩ࣮࣭࣭ࢩ࣮㸦㹁㹇㹁㸧㸦㈿㈍ἲཬࡧ㈚㔠ᴗἲᇶ࡙ࡃᣦᐃಙ⏝
ሗᶵ㛵㸧
ࠛ160-8375 ᮾி㒔᪂ᐟ༊す᪂ᐟ1-23-7᪂ᐟ㺪㺅㺎㺛㺢㺑㺒㺛㺢㺩㺼㺷15㝵
σ 0570-666-414 㺬㺎㺯㺫㺽㺎㺚㺼㺏㺢㺼㺸㺛
https://www.cic.co.jp/
Ⓩ㘓ሗ 㸸Ặྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕࠊົඛࠊ㐠㌿චチド➼ࡢグྕ␒
ྕ➼ᮏேࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢሗࠊዎ⣙ࡢ✀㢮ࠊዎ⣙᪥ࠊዎ⣙㢠ࠊ㈚㢠ࠊၟရ
ྡཬࡧࡑࡢᩘ㔞㸭ᅇᩘ㸭ᮇ㛫ࠊᨭᡶᅇᩘ➼ዎ⣙ෆᐜ㛵ࡍࡿሗࠊ⏝ṧ㧗ࠊ
㈿ṧ㧗ࠊᖺ㛫ㄳồணᐃ㢠ࠊᨭᡶ᪥ࠊ῭᪥ࠊᘏ➼ᨭᡶ≧ἣ㛵ࡍࡿሗ
Ⓩ㘓ᮇ㛫 㸸ձᮏዎ⣙ಀࡿ⏦㎸ࡳࢆࡋࡓᐇࡣࡀओࢩ࣮࣭࣭ࢩ࣮↷
ࡋࡓ᪥ࡽ㸴ࣨ᭶㛫ղᮏዎ⣙ಀࡿᐈほⓗ࡞ྲྀᘬᐇࡣዎ⣙ᮇ㛫୰ཬࡧዎ⣙⤊
ᚋ㸳ᖺ௨ෆճമົࡢᨭᡶ࠸ࢆᘏࡋࡓᐇࡣዎ⣙ᮇ㛫୰ཬࡧዎ⣙⤊ᚋ㸳ᖺ
௨ෆ
ͤओࢩ࣮࣭࣭ࢩ࣮㸦㹁㹇㹁㸧ࡢຍ┕㈨᱁ࠊຍ┕ဨᴗྡ➼ࡢヲ⣽ࡣࠊୖ
グࡢྠ♫ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆࡈぴࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸲㸬ᥦᦠಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࡣࠊୗグࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
یओ᪥ᮏಙ⏝ሗᶵᵓ(㹈㹇㹁㹁)
ࠛ101-0014 ᮾி㒔ྎᮾ༊ୖ㔝୍┠10␒14ྕ ఫື⏘ୖ㔝ࣅࣝ5ྕ㤋
σ 0570-055-955 㺬㺎㺯㺫㺽㺎㺚㺼㺏㺢㺼㺸㺛
KWWSVZZZMLFFFRMS
ͤओ᪥ᮏಙ⏝ሗᶵᵓ(㹈㹇㹁㹁)ࡣ㈚㔠ᴗἲᇶ࡙ࡃᣦᐃಙ⏝ሗᶵ㛵࡛ࡍࠋ
یᅜ㖟⾜ಶேಙ⏝ሗࢭࣥࢱ࣮
ࠛ100-8216 ᮾி㒔༓௦⏣༊ࡢෆ1-3-1 σ 03-3214-5020
σ 0120-540-558 㺬㺎㺯㺫㺽㺎㺚㺼㺏㺢㺼㺸㺛
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
ͤᅜ㖟⾜ಶேಙ⏝ሗࢭࣥࢱ࣮ࡣ㔠⼥ᶵ㛵ࡑࡢ㛵ಀ♫ࢆဨࡍࡿ
ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵࡛ࡍࠋ
➨㸳᮲㸦ᮏྠព᮲㡯ྠពࡢሙྜ㸧
ࡣࠊஎࡀྛྲྀᘬࡢ࠾⏦㎸ࡳᚲせ࡞グ㍕㡯㸦ྛྲྀᘬࡢ⏦㎸᭩࡛எࡀグ㍕ࡍ
ࡁ㡯㸧ࡢグ㍕ࢆࡉࢀ࡞࠸ሙྜཬࡧᮏྠព᮲㡯ࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆᢎㄆ࡛ࡁ࡞
࠸ሙྜࠊྛྲྀᘬࡢ࠾⏦㎸ࡳᑐࡍࡿᢎㅙࢆࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋణࡋࠊ➨᮲
㡯   ྠពࡋ࡞࠸ࡇࢆ⌮⏤ᢎㅙࢆࡋ࡞࠸ࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
➨㸴᮲㸦ၥ࠸ྜࢃࡏ❆ཱྀ㸧
ࡢಖ᭷ࡍࡿஎࡢಶேሗ㛵ࡍࡿ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡸࠊ㛤♧࣭ゞṇ࣭๐㝖ࡢ⏦ฟࠊ
➨᮲➨㡯ࡢႠᴗ┠ⓗ࡛ࡢ⏝ࡢ୰Ṇࠊࡑࡢࡈពぢࡢ⏦ฟ㛵ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊ
ୗグࡢၥ࠸ྜࢃࡏඛࡲ࡛࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ᰴᘧ♫ࢡࣞࢹࢭࢰࣥ ᐙ㈤ಖドࢧ࣏࣮ࢺࢹࢫࢡ
ࠛᮾி㒔㇏ᓥ༊༡ụ⿄
7(/ 
➨㸵᮲㸦ྛྲྀᘬࡢዎ⣙ࡀᡂ❧ࡢሙྜ㸧
㸯㸬ྛྲྀᘬࡢዎ⣙ࡀᡂ❧ࡢሙྜࡶࠊࡑࡢᡂ❧ࡢ⌮⏤ࡢዴఱࢆၥࢃࡎࠊᙜ
ヱྛྲྀᘬࡀᡂ❧࡞ࡗࡓᐇࠊཬࡧ➨1᮲➨1㡯ࡢྠពᇶ࡙ࡁࡀྲྀᚓࡋࡓ
ᮏ௳ಶேሗࢆࡣࠊ௨ୗࡢ┠ⓗ࡛⏝ࡋࡲࡍࡀࠊࡑࢀ௨እ⏝ࡋࡲࡏࢇࠋ
㸦㸯㸧எࡢྛྲྀᘬ㸦᪂ࡓ࡞࠾⏦㎸ࡳࢆྵࡴࠋ㸧㛵ࡋ࡚ࠊࡀಙ┠ⓗ࡛ࡍ
ࡿ⏝
㸦㸰㸧➨4᮲➨2㡯ᇶ࡙ࡃຍ┕ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࡢⓏ㘓
㸰㸬ྛྲྀᘬࡀ⤊ࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ➨1᮲➨1㡯ᇶ࡙ࡁࡀྲྀᚓࡋࡓಶே
ሗࡣࠊ๓㡯㸦㸯㸧ᐃࡵࡿ┠ⓗཬࡧ㛤♧ㄳồ➼ᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࠊᙜ♫ᡤᐃࡢ
ᮇ㛫ಖ᭷ࡋࠊ⏝ࡋࡲࡍࠋ
㸱㸬➨1㡯㸦㸰㸧ࡣࠊຍ┕ಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ཬࡧᥦᦠಶேಙ⏝ሗᶵ㛵ࡢຍ┕
ဨࡼࡾࠊஎࡢᨭᡶ⬟ຊ㛵ࡍࡿㄪᰝࡢࡓࡵ⏝ࡉࢀࡲࡍࠋ
➨㸶᮲㸦ྜព⟶㎄ุᡤ㸧
எࡢ㛫࡛ᮏ௳ಶேሗࡘ࠸࡚ࠊッゴࡢᚲせࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊッゴ㢠ࡢከᑡ
ࢃࡽࡎࠊஎࡢఫᡤᆅཬࡧࡢᮏ♫ࠊᨭ♫ࢆ⟶㎄ࡍࡿ⡆ุ᫆ᡤࡲࡓࡣᆅ
᪉ุᡤࢆ➨㸯ᑂࡢྜព⟶㎄ุᡤࡋࡲࡍࠋ
➨㸷᮲㸦᮲㡯ࡢኚ᭦㸧
ᮏྠព᮲㡯ࡣᡤᐃࡢᡭ⥆ࡁࡼࡾኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ڦಶேሗಖㆤ⟶⌮⪅
ࡣࠊಶேሗಖㆤࡢᚭᗏࢆ᥎㐍ࡍࡿ⟶⌮㈐௵⪅ࡋ࡚ࠊಶேሗ⟶⌮⥲㈐௵
⪅㸦ࢥࣥࣉࣛࣥࢫᢸᙜᙺဨ㸧ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㻌ᗑ㢌䛻䛶⏦㎸⪅ᵝ䜈䛾ዎ⣙ෆᐜ䛾ㄝ᫂䛚䜘䜃䛤ᮏே☜ㄆ䜢⾜䛔䜎䛧䛯䚹
䐟䠉㻞㻌ἲ㻔㻞㻜㻚㻜㻞㻕



【入居契約関連書類 の為、インターネットの利用有無にかかわらず、
管理会社まで、必ず 即日 ご返送・提出下さい】

重要
入居者様 各位

電話回線・インターネット設備のご利用に関するご案内
管理：東急住宅リース株式会社
この度は、当物件へのご入居をお申し込み頂きまして誠にありがとうございます。
当物件のインターネット・電話等の通信回線ご利用時の注意点などのご案内をさせて頂きます。
１．

当物件では、開通工事に関わる主配線盤室（MDF室）の設備管理（鍵の開閉、設備利用状況等の管理） また悪質な勧誘によるトラブル及び個人情
報の拡散防止の管理上、通信回線に関する業務は指定業者 「株式会社ライフ・イノベーション」に委託しております。

２．

ご入居者様へ、当該物件におけるインターネット・電話回線設備等利用時の注意点などを事前にご説明させて頂く為に、当社の指定業者「株式会社
ライフ・イノベーション」よりご連絡をさせて頂きますが、個人情報に関する法律の定めに従いましてご入居者様のご同意を確認させて頂きます。下記
同意欄にご署名、ご捺印下さいます様お願い申し上げます。

３．

１-２の観点より、インターネット利用申込みに関しても、当社指定業者でのみ受付可能となること、また、同社より、電話等で連絡が入ることを予めご
了承下さい。

４．

当物件の通信回線に関する業務の 指定業者は「株式会社ライフ・イノベーション」（0120-644-799）です。

※「管理会社指定業者」を騙る悪質な業者が増えておりますので十分にご注意下さい。
５．

指定業者以外での導入に伴うトラブルに関して一切のサポートができかねます。予めご了承・ご注意下さい。

【本内容の同意承諾・個人情報の利用に関する告知と承諾】
個人情報に関しては上記の目的以外で利用することは一切ありません。また、記入した個人情報は、当社及び指定業者の定めるプライバ
シーポリシーに従い適切に管理いたします。
上記の内容に同意される方は

下記署名欄にご記入お願いいたします。
フリガナ

年

月

日

ご署名

印

－

ご連絡先

－
号室

物件名

指定なし

ご連絡希望時間帯

平成

入居予定日
現在ご契約中の
インターネット回線

光・ADSL・CATV・その他（
利用する

インターネット利用予定

・

平日のみ
年

・

土日祝のみ
月

日

）／サービス提供会社（
検討中

）

利用しない

インターネット
利用希望回線

以下を切り取って、ご入居契約者様に必ずお渡し下さい。
切り取り
ご記入日より１週間ほどで 「株式会社ライフ・イノベーション」（0120-644-799）より連絡がはいります。
インターネット開通でお急ぎの場合は下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。
【管理会社

東急住宅リース株式会社

指定窓口

㈱ライフ・イノベーションでご案内できるサービス】

※物件によってご利用頂けるサービスが異なりますので、予めご了承ください。
※状況によりインターネットはお申込から開通工事まで2週間～2ヶ月程度のお時間がかかります。
当物件の通信回線に関する業務の 指定業者は「株式会社ライフ・イノベーション」（0120-644-799）です。

※「管理会社指定業者」を騙る悪質な業者が増えておりますので十分にご注意下さい。
お問合わせはこちら

0120-644-799

株式会社ライフ・イノベーション
営業時間 11:00～20:00 定休日：水曜日

