
日鉄興和不動産株式会社　御中日鉄興和不動産株式会社　御中日鉄興和不動産株式会社　御中日鉄興和不動産株式会社　御中

名称(Name of Property) 部屋番号(Room No.)

所在地（Ｌｏｃａｔｉｏｎ）

契約期間(Term of Lease)

駐車場（Parking Space) 　Ｕｎｎｅｃｅｓｓａｒｙ　／　Ｎｅｃｅｓｓａｒｙ　　 ￥￥￥￥ 車種(Model)

賃料(Rent) ￥￥￥￥ 敷金(Deposit) ￥￥￥￥ 　(       months)

礼金(Key Money) ￥￥￥￥ 更新料(Extention Fee) ￥￥￥￥

氏名(Name in Full) 生年月日(Date of Birth)

氏名(フリガナ) 印 電話番号（Ｐｈｏｎｅ）

住所(Address) 　　 E-mail

勤務先(Employer) 年収(Ａｎｎｕａｌ Ｉｎｃｏｍｅ）

住所(Address) 電話番号（Ｐｈｏｎｅ）

業種(Type of Business)

役職（Position)

氏名(Name in Full)

氏名(フリガナ)

住所(Address)

勤務先(Employer) 電話番号（Ｐｈｏｎｅ）

生年月日(Date of Birth) 役職(Position)

氏名(Name in Full) 年齢(Age)

ペット（Pets）ペット（Pets）ペット（Pets）ペット（Pets） 備考欄(Remark＆Ｒｅｑｕｅｓｔ)備考欄(Remark＆Ｒｅｑｕｅｓｔ)備考欄(Remark＆Ｒｅｑｕｅｓｔ)備考欄(Remark＆Ｒｅｑｕｅｓｔ)

種類（Species） 頭数（Number）

氏名(Name in Full) 続柄（Relationship)

氏名(フリガナ) 生年月日(Date of Birth)

住所(Address) 　　 電話番号（Ｐｈｏｎｅ）

勤務先(Employer) 年収(Ａｎｎｕａｌ Ｉｎｃｏｍｅ）

住所(Address) 電話番号（Ｐｈｏｎｅ）

業種(Type of Business)

役職（Position)

仲介業者名(Agent Name) 担当（Person in Charge)

住所(Address) 電話番号（Ｐｈｏｎｅ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上記内容の通り賃借を申し込み致します。上記内容の通り賃借を申し込み致します。上記内容の通り賃借を申し込み致します。上記内容の通り賃借を申し込み致します。

Ｉ ｈｅｒｅｂｙ apply fｏｒ lease of the ｐｒｅｍｉｓｅｓ on the ａｂｏｖｅ terms and conditions and provide relevant information as above.Ｉ ｈｅｒｅｂｙ apply fｏｒ lease of the ｐｒｅｍｉｓｅｓ on the ａｂｏｖｅ terms and conditions and provide relevant information as above.Ｉ ｈｅｒｅｂｙ apply fｏｒ lease of the ｐｒｅｍｉｓｅｓ on the ａｂｏｖｅ terms and conditions and provide relevant information as above.Ｉ ｈｅｒｅｂｙ apply fｏｒ lease of the ｐｒｅｍｉｓｅｓ on the ａｂｏｖｅ terms and conditions and provide relevant information as above.

申込人 (Ａｐｐｌｉｃａｎｔ's Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ)申込人 (Ａｐｐｌｉｃａｎｔ's Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ)申込人 (Ａｐｐｌｉｃａｎｔ's Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ)申込人 (Ａｐｐｌｉｃａｎｔ's Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ)

備考備考備考備考

連絡先：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ株式会社連絡先：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ株式会社連絡先：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ株式会社連絡先：ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ ｱﾝﾄﾞ ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ株式会社

(担当） （PM) 　　　　　　(マネージャー） 　　　(部長）

TEL:03-3201-0033/FAX:03-3201-0038TEL:03-3201-0033/FAX:03-3201-0038TEL:03-3201-0033/FAX:03-3201-0038TEL:03-3201-0033/FAX:03-3201-0038

PDM使用欄→ / / 　　　/ 　　　　　　　　/

契約条件（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）契約条件（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）契約条件（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）契約条件（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）

           　　　　　　年   　        月　　　　　日           ～

勤

務

先

年商(Annual Turnover)

本社(Head Office)

資本金(Capital)

設立(Foundation Date)

千代田区平河町2-7-10

  賃　貸　借　申　込　書    賃　貸　借　申　込　書    賃　貸　借　申　込　書    賃　貸　借　申　込　書  

【個人用】                                   　   ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ ＦＯＲＭ【個人用】                                   　   ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ ＦＯＲＭ【個人用】                                   　   ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ ＦＯＲＭ【個人用】                                   　   ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ ＦＯＲＭ

賃貸借物件（Premises)賃貸借物件（Premises)賃貸借物件（Premises)賃貸借物件（Premises)

平河町レジデンス

居住者(Resident)居住者(Resident)居住者(Resident)居住者(Resident)

取引銀行（Bank)

従業員数

(No of employee)

申込者(Applicant)申込者(Applicant)申込者(Applicant)申込者(Applicant)

　　

           年   　　月　　   日 (Ｄａｔｅ: 　　  　   /　     / 　     )           年   　　月　　   日 (Ｄａｔｅ: 　　  　   /　     / 　     )           年   　　月　　   日 (Ｄａｔｅ: 　　  　   /　     / 　     )           年   　　月　　   日 (Ｄａｔｅ: 　　  　   /　     / 　     )

資本金(Capital)

同居者氏名(Cohabitants)同居者氏名(Cohabitants)同居者氏名(Cohabitants)同居者氏名(Cohabitants)

続柄(Relationship) 勤務先・学校(Employer/School)

仲介業者(Agent)仲介業者(Agent)仲介業者(Agent)仲介業者(Agent)

勤

務

先

連帯保証人(Joint Surety)連帯保証人(Joint Surety)連帯保証人(Joint Surety)連帯保証人(Joint Surety)

本社(Head Office) 設立(Foundation Date) 取引銀行（Bank)

転居理由（Reasons for moving)

年商(Annual Turnover)

従業員数

(No of employee)


