
各店舗のご案内 

仲介業者様お控え分 

この度は弊社管理物件へお申込頂き、誠にありがとうございます。 

本紙は株式会社渡辺住研各店舗のご案内です。 

お申込書類一式は管轄店舗へご提出をお願い致します。申込書類一式が到着確認出来た

際に募集止めを行います。書類到着の確認をお忘れないようお願い致します。 

尚、新型コロナウイルスの影響で営業時間が10：00～16：00までとなっておりますので

ご注意下さい。 
 

 

 
〒353-0004 埼玉県志木市本町5-24-17 ALBAビル 1F 

TEL：048-472-8888 FAX：048-487-3388 

営業時間 10：00～16：00（定休日：毎週火・水曜日） 
sh ik i@apamanshop - f c . com 
 

 

 
 

 

〒354-0021 埼玉県富士見市鶴馬2608-7 スパークスK 101号室 

TEL：049-255-1010 FAX：049-255-3336 

営業時間 10：00～16：00（定休日：毎週火・水曜日） 
t su ru se@apamanshop - f c . com 
 

 

 
〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-2-1 メローウィンドふじみ野 1F 

TEL：049-264-7770 FAX：049-263-1688 

営業時間 10：00～16：00（定休日：毎週火・水曜日） 
fu j im ino@apamanshop - f c . com 
 

 
 

 

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-38 花磯ビル 1F 

TEL：049-262-1010 FAX：049-261-3423 

営業時間 10：00～16：00（定休日：毎週火・水曜日） 
kami fukuoka@apamanshop - f c . com 

アパマンショップ志木店 

アパマンショップ鶴瀬店 

アパマンショップふじみ野店 

アパマンショップ上福岡店 



ご担当者様へ  

 

この度は、お申込頂き誠にありがとうございます。申込書をご記入頂く前に必ずお読みください。 

■申込時提出書類について 

① 記入済み申込書2部（保証会社申込書は記入見本を参考に申込書太枠の中をすべてご記入下さい。） 

② ご本人様確認書類の表面・裏面（別紙「本人確認書類について」を参照して下さい。） 

③ ご契約開始日・確認について 

④ 募集条件確認について（記入漏れやレ点チェック漏れがないようご注意下さい。） 

⑤ J:COM初期メンテナンス兼サービス案内受付表・ライフライン、インターネットのご案内受付表  
お申込みにあたり上記書類のご提出をお願い致します。 

 

※契約者様：ご入居者様の代表者様となります。代理契約は不可でございます。 

※緊急連絡先：新住所に同居されない方で、契約者様の三親等以内の方です。 

※入居者様が学生の場合：成人の場合は本人契約可、未成年者であれば親御様での代理契約です。 

 代理契約の場合、緊急連絡先は契約者様・入居者様ではない別の方をご用意下さい。 

※仲介手数料：直収でお願いします。 

※外国籍の場合：本人契約・日本語の読み書きが可能である事。店頭での面談が必要です。緊急連絡先は日本

国籍で日本在住である事（永住権所有者の場合は、確認の為に在留カードのコピー提出義務があります） 

 諸条件が合わない場合はＧＴＮという外国籍の方専用の保証会社もある為、要相談です。 

※入居者様が60歳以上の単身の場合、高齢者様専用のサービス利用が必須です。（詳細要確認） 

 

■保証会社（あんしん保証）について 

初回保証料25,000円・月々1.89％ (保証料・引落手数料を含む) 
初回保証料の他に、月額お家賃・共益費・駐車料等、月額支払総額の1.89％が、保証料（引落手数料含む）として発生します。毎月の

お家賃はライフクレジットカードで引き落としをかけるシステムとなります。契約締結月末から２～３週間前後に、新住所へご本人様

宛にカードが届きます。月々1,000円毎に１ポイントがたまり（賃料等に関しては2,000円毎に１ポイント）、貯めたポイントをコース

ごとに商品に換えることができます。またクレジットでお買物をして頂くと、次年度の年会費（1,250円税別）が無料となります。審査

の結果によっては、カード発行なしの場合もあり、カード発行の有無は選択不可です。予めご了承下さい。 

 

■審査不承認時について 

ほっと保証利用 初回保証料100％・10,000円／年・250円／月々引落手数料 
審査結果によっては連帯保証人様をご用意頂きます。 

（緊急連絡先としてご記入頂いた方とは別の方を連帯保証人様にする場合は、詳細の再提示をお願い致します。） 

連帯保証人様追加確認事項は、生年月日、連絡先（携帯電話の有無）、勤務先詳細（名称・住所・電話番号）、年収（自己申告）で

す。連帯保証人様は日本国籍で、安定した収入のある方（年金受給可）で75歳までの方をお願い致します。 

 

■今後の流れ 
①申込書類の提出 ご本人様確認書類のご提出もお願い致します。  

②審査承認後 契約書・重要事項説明書等を発行いたします。※仲介業者様にてご契約手続きをお願いいたします。 
③鍵渡し   

※急ぎ入居の場合、入金後営業日中５日を頂いてから鍵交換・鍵渡しを行います。  

※入居パック施工後及び契約書類作成後のキャンセルの場合は実費料金が発生いたします。  

【入居パック（鍵交換・室内消毒）30,000円／35,000円(税別) 書類作成費 5,000円(税別)】  

 

■契約時必要書類 
・三文判（契約者・届出印と同一可） 

・引落口座番号の分かるもの（通帳・カード等） 

・通帳の届出印 

・顔写真付本人様確認書類 表面・裏面写し（ファーストコピー）※別紙「本人確認書類について」参照 

 

■契約時の初期費用（税別表記） 
・入居パック（鍵交換・室内消毒）30,000円／35,000円 

・防災セット（SAT119(簡易消火器)・LEDライト・簡易備蓄セット）※入居人数により変動あり 

 1名13,500円・2名18,500円・3名23,500円・4名28,500円・5名33,500円  

・安心サービス24（月額）※外国籍の方は・外国人ｺｰﾙ24  1,200円(初月無料) 

・あんしん保証 保証料（初回入会金） 25,000円 税無 

・家財保険（2年間） 22,000円 税無 

・シニアあんしん住宅「まごころ」(月額)2,000円 ※入居者様が60歳以上の単身の場合 

・賃料等月々支払分 契約開始日が14日までの場合：日割のみ，15日以降の場合：日割＋翌月分 

仲介業者様お控え分 



ご契約者様へ  
 

この度は、お申込頂き誠にありがとうございます。申込書をご記入頂く前に必ずお読みください。 
 

■申込時提出書類について 

① 記入済み申込書2部（保証会社申込書は記入見本を参考に申込書太枠の中をすべてご記入下さい。）  

② ご本人様確認書類の表面・裏面（別紙「本人確認書類について」を参照して下さい。）  

③ ご契約開始日・確認について  

④ 募集条件確認について（記入漏れやレ点チェック漏れがないようご注意下さい。）  

⑤ J:COM初期メンテナンス兼サービス案内受付表・ライフライン、インターネットのご案内受付表  

お申込みにあたり上記書類のご提出をお願い致します。  

 

※契約者様：ご入居者様の代表者様となります。代理契約は不可でございます。  

※緊急連絡先：新住所に同居されない方で、契約者様の三親等以内の方です。  

※入居者様が学生の場合：成人の場合は本人契約可、未成年者であれば親御様での代理契約です。  

代理契約の場合、緊急連絡先は契約者様・入居者様ではない別の方をご用意下さい。  

※外国籍の場合：本人契約・日本語の読み書きが可能である事。店頭での面談が必要です。緊急連絡先は日本

国籍で日本在住である事（永住権所有者の場合は、確認の為に在留カードのコピー提出義務があります）  

※入居者様が60歳以上の単身の場合、高齢者様専用のサービス利用が必須です。（詳細要確認） 

 

■保証会社（あんしん保証）について 

初回保証料25,000円・月々1.89％ (保証料・引落手数料を含む) 
初回保証料の他に、月額お家賃・共益費・駐車料等、月額支払総額の1.89％が、保証料（引落手数料含む）として発生します。毎月の

お家賃はライフクレジットカードで引き落としをかけるシステムとなります。契約締結月末から２～３週間前後に、新住所へご本人様

宛にカードが届きます。月々1,000円毎に１ポイントがたまり（賃料等に関しては2,000円毎に１ポイント）、貯めたポイントをコース

ごとに商品に換えることができます。またクレジットでお買物をして頂くと、次年度の年会費（1,250円税別）が無料となります。審査

の結果によっては、カード発行なしの場合もあり、カード発行の有無は選択不可です。予めご了承下さい。 

 

■審査不承認時について 

ほっと保証利用 初回保証料100％・10,000円／年・250円／月々引落手数料 
審査結果によっては連帯保証人様をご用意頂きます。 

（緊急連絡先としてご記入頂いた方とは別の方を連帯保証人様にする場合は、詳細の再提示をお願い致します。） 

連帯保証人様追加確認事項は、生年月日、連絡先（携帯電話の有無）、勤務先詳細（名称・住所・電話番号）、年収（自己申告）で

す。連帯保証人様は日本国籍で、安定した収入のある方（年金受給可）で75歳までの方をお願い致します。 

 

■今後の流れ 
①申込書類の提出 ご本人様確認書類のご提出もお願い致します。  

②審査承認後 契約書・重要事項説明書等を発行いたします。※仲介業者様にてご契約手続きをお願いいたします。 
③鍵渡し   

※急ぎ入居の場合、入金後営業日中５日を頂いてから鍵交換・鍵渡しを行います。  

※入居パック施工後及び契約書類作成後のキャンセルの場合は実費料金が発生いたします。  

【入居パック（鍵交換・室内消毒）30,000円／35,000円(税別) 書類作成費 5,000円(税別)】  

 

■契約時必要書類 
・三文判（契約者・届出印と同一可） 

・引落口座番号の分かるもの（通帳・カード等） 

・通帳の届出印 

・顔写真付本人様確認書類 表面・裏面写し（ファーストコピー）※別紙「本人確認書類について」参照 

 

■契約時の初期費用（税別表記） 
・入居パック（鍵交換・室内消毒）30,000円／35,000円 

・防災セット（SAT119(簡易消火器)・LEDライト・簡易備蓄セット）※入居人数により変動あり 

 1名13,500円・2名18,500円・3名23,500円・4名28,500円・5名33,500円  

・安心サービス24（月額）※外国籍の方は・外国人ｺｰﾙ24  1,200円(初月無料) 

・あんしん保証 保証料（初回入会金） 25,000円 税無 

・家財保険（2年間） 22,000円 税無 

・シニアあんしん住宅「まごころ」(月額)2,000円 ※入居者様が60歳以上の単身の場合 

・賃料等月々支払分 契約開始日が14日までの場合：日割のみ，15日以降の場合：日割＋翌月分 



 親御様へ   ※入居者様が未成年の場合のみ、親御様名義での代理契約となります。 

 

この度は、お申込頂き誠にありがとうございます。申込書をご記入頂く前に必ずお読みください。 
 

■申込時提出書類について 

① 記入済み申込書2部（保証会社申込書は記入見本を参考に申込書太枠の中をすべてご記入下さい。）  

② ご本人様確認書類の表面・裏面（別紙「本人確認書類について」を参照して下さい。）  

③ ご契約開始日・確認について  

④ 募集条件確認について（記入漏れやレ点チェック漏れがないようご注意下さい。）  

⑤ J:COM初期メンテナンス兼サービス案内受付表・ライフライン、インターネットのご案内受付表  

お申込みにあたり上記書類のご提出をお願い致します。 

 

※緊急連絡先：新住所に同居されない方で、契約者様の三親等以内の方です。  

※入居者様が学生の場合：成人の場合は本人契約可、未成年者であれば親御様での代理契約です。  

代理契約の場合、緊急連絡先は契約者様・入居者様ではない別の方をご用意下さい。  

※外国籍の場合：本人契約・日本語の読み書きが可能である事。店頭での面談が必要です。緊急連絡先は日本

国籍で日本在住である事（永住権所有者の場合は、確認の為に在留カードのコピー提出義務があります）  

※入居者様が60歳以上の単身の場合、高齢者様専用のサービス利用が必須です。（詳細要確認） 

 

■保証会社（あんしん保証）について 

初回保証料25,000円・月々1.89％ (保証料・引落手数料を含む) 
初回保証料の他に、月額お家賃・共益費・駐車料等、月額支払総額の1.89％が、保証料（引落手数料含む）として発生します。毎月の

お家賃はライフクレジットカードで引き落としをかけるシステムとなります。契約締結月末から２～３週間前後に、新住所へご本人様

宛にカードが届きます。月々1,000円毎に１ポイントがたまり（賃料等に関しては2,000円毎に１ポイント）、貯めたポイントをコース

ごとに商品に換えることができます。またクレジットでお買物をして頂くと、次年度の年会費（1,250円税別）が無料となります。審査

の結果によっては、カード発行なしの場合もあり、カード発行の有無は選択不可です。予めご了承下さい。 

 

■審査不承認時について 

ほっと保証利用 初回保証料100％・10,000円／年・250円／月々引落手数料 
審査結果によっては連帯保証人様をご用意頂きます。 

（緊急連絡先としてご記入頂いた方とは別の方を連帯保証人様にする場合は、詳細の再提示をお願い致します。） 

連帯保証人様追加確認事項は、生年月日、連絡先（携帯電話の有無）、勤務先詳細（名称・住所・電話番号）、年収（自己申告）で

す。連帯保証人様は日本国籍で、安定した収入のある方（年金受給可）で75歳までの方をお願い致します。 

 

■今後の流れ 
①申込書類の提出 ご本人様確認書類のご提出もお願い致します。  

②審査承認後 契約書・重要事項説明書等を発行いたします。※仲介業者様にてご契約手続きをお願いいたします。 
③鍵渡し   

※急ぎ入居の場合、入金後営業日中５日を頂いてから鍵交換・鍵渡しを行います。  

※入居パック施工後及び契約書類作成後のキャンセルの場合は実費料金が発生いたします。  

【入居パック（鍵交換・室内消毒）30,000円／35,000円(税別) 書類作成費 5,000円(税別)】  

 

■契約時必要書類 
・三文判（契約者・届出印と同一可） 

・引落口座番号の分かるもの（通帳・カード等） 

・通帳の届出印 

・顔写真付本人様確認書類 表面・裏面写し（ファーストコピー）※別紙「本人確認書類について」参照 

 

■契約時の初期費用（税別表記） 
・入居パック（鍵交換・室内消毒）30,000円／35,000円 

・防災セット（SAT119(簡易消火器)・LEDライト・簡易備蓄セット）※入居人数により変動あり 

 1名13,500円・2名18,500円・3名23,500円・4名28,500円・5名33,500円  

・安心サービス24（月額）※外国籍の方は・外国人ｺｰﾙ24  1,200円(初月無料) 

・あんしん保証 保証料（初回入会金） 25,000円 税無 

・家財保険（2年間） 22,000円 税無 

・シニアあんしん住宅「まごころ」2,000円(月額) ※入居者様が60歳以上の単身の場合 

・賃料等月々支払分 契約開始日が14日までの場合：日割のみ，15日以降の場合：日割＋翌月分 

 



仲介業者様お控え分 













申込書太枠内、もれなくご記入下さい。（指示のある物は全て記入必須

です。）審査時、ご本人様確認書類の表面・裏面が必要です。ご返信の

際には表面と裏面をコピーして、一緒にお送り下さい。 

仲介業者様 記入見本【本人契約】 

【お申込者】 

お申込者様の内容をお書き下さ

い。居住年数や、ローンの有無

など、もれなくご記入下さい。 

【賃料詳細】 

賃料・共益費・駐車料等の記載

と、小計・手数料1.89％と、合

計金額もご記入下さい。 

【借入状況・年収】 

借入状況やご年収（大体

で構いません）のご記入

です。 

【申込物件】 

物件名商・号室・住所を

ご記入下さい。 

【キャッシング利用希望

枠】 

50万円・30万円・10万円 

３つから必ずどれかを選

び、レ点チェックをして

下さい。ショッピング取

引目的は①へ○印をお願

い致します。 

【緊急連絡先】 

同居予定でなはない、三親等以内の方を

ご記入下さい。 

【入居予定者】 

①お申し込み者のみ 

②お申し込み者及び家族等 

③お申込者以外 

該当項目に丸をお付け下さい。 

【仲介業者様】 

記載内容の問合せ先となります。名称・

電話番号・担当者名をご記入下さい。 

【レ点チェック】 

お忘れ無いようお願いします。 

【本人確認記録】 

ご記入をお願い致します。 

仲介業者様お控え分 



申込書太枠内、もれなくご記入下さい。（指示のある物は全て記入必須

です。）審査時、ご本人様確認書類の表面・裏面が必要です。ご返信の

際には表面と裏面をコピーして、一緒にお送り下さい。 

【お申込者】親御様 

お申込者様の内容をお書き下さ

い。居住年数や、ローンの有無

など、もれなくご記入下さい。 

【賃料詳細】 

賃料・共益費・駐車料等の記載

と、小計・手数料1.89％と、合

計金額もご記入下さい。 

【借入状況・年収】 

借入状況やご年収（大体

で構いません）のご記入

です。 

【キャッシング利用希望

枠】 

50万円・30万円・10万円 

３つから必ずどれかを選

び、レ点チェックをして

下さい。ショッピング取

引目的は①へ○印をお願

い致します。 

【緊急連絡先】 

実際にご入居される入居者様ではない別

の方の内容をご記入下さい。 

【仲介業者様】 

記載内容の問合せ先となります。名称・

電話番号・担当者名をご記入下さい。 

【レ点チェック】 

お忘れ無いようお願いします。 

【本人確認記録】 

ご記入をお願い致します。 

仲介業者様 記入見本【代理契約（学生・未成年）】 

【申込物件】 

物件名商・号室・住所を

ご記入下さい。 

【入居予定者】 

「③お申込者以外」に丸を付け、

契約者から見た続柄（長男・長女

など）をご記入下さい。 

仲介業者様お控え分 



申込書太枠内、もれなくご記入下さい。（指示のある物は全て記入必須

です。）審査時、ご本人様確認書類の表面・裏面が必要です。ご返信の

際には表面と裏面をコピーして、一緒にお送り下さい。 

お客様 記入見本 

【レ点チェック】 

お忘れ無いようお願いします。 

【入居予定者】 

①お申し込み者のみ 

②お申し込み者及び家族等 

③お申込者以外 

該当項目に丸をお付け下さい。 

【緊急連絡先】 

同居予定でなはない、三親等以内の方を

ご記入下さい。 

【キャッシング利用希望枠】 

50万円・30万円・10万円 

３つから必ずどれかを選び、レ点チェッ

クをして下さい。ショッピング取引目的

は①へ○印をお願い致します。 

【借入状況・年収】 

借入状況やご年収（大体で構いません）

のご記入です。 

【お申込者】 

お申込者様の内容をお書き下さい。居

住年数や、ローンの有無など、もれな

くご記入下さい。 

仲介業者様お控え分 



 

入居までの流れのご説明 
 
 

下記のQRコードから 

動画をご覧下さい。 
 

※不動産業者様へ  

ご契約者様、ご入居者様に以下ＱＲコードから

動画をお見せいただくようお願いします。 

（動画再生時間６分６秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4anxoUiUHg8 
 

https://youtu.be/4anxoUiUHg8


支払いに際しての注意点

※ただし20日時点で入居前である場合につきましては翌月の最短の火曜日支払いとさせていただきます。

ADの振込みによる手数料は差し引かせていただきます。

弊社からのお支払いには上記の「申込みアンケート」と仲介手数料請求書とAD請求書の提出が必須です。

　　【営業担当者様へ】　　　　申込アンケート　　　　　　　　【提出必須】

この度は弊社管理物件にお申込みいただきありがとうございます。

お申込みいただいた方にアンケートの記入をお願いしております。

下記QRコードにアクセスの上、アンケートの記入をお願いします。

す
ぐ
に
終
わ
り
ま
す
！

ADの請求書は毎月20日までに弊社店舗に届いたものを当月末に支払いとさせていただきます。











 

 

■ご契約開始希望日 
原則お申込から１週間以上～1ヶ月以内の日程を設定して頂くようお願いします。 

契約開始希望日   月  日 ( ) 

 

 

■ご契約希望日 
契約場所は仲介業者様となります。 

原則お申込みから1週間以内にお手続きをお願いいたします。 

※ご契約手続きは1時間程度かかります。 

 

第一希望  月 日（ ） 時  分～  

 

第二希望  月 日（ ） 時  分～  
 

 

■バイク・原付について  

利用予定  □あり □なし 

 
車種     排気量     ナンバー          
 

※利用予定ありの方は事前に利用できる物件か必ずご確認ください。 
 

■ペットの飼育について 

飼育予定  □あり □なし 
 

種類     頭数 

 
※飼育予定ありの方は事前に飼育できる物件か必ずご確認ください。 

 

ご契約開始日・確認について 



募集条件確認について 
 

株式会社渡辺住研 

埼玉県富士見市鶴馬2608-7 

 

この度は弊社管理物件にお申込頂き誠にありがとうございます。この書面は今後の申込

手続きや契約手続きをスムーズに行う為に、募集条件を確認する手続きです。 

各項目について内容をご確認の上、申込人の署名捺印をお願い致します。 

尚、内容等についての詳細・不明点につきましては、仲介業者様にご確認下さい。 

 

１.「保証委託内容についてのご説明」について    □はい 確認致しました。 

 

２. 退去精算の特約条項について          □はい 確認致しました。 

 

３.  短期入居違約金について            □はい 確認致しました。 

 

４.「個人情報のお取り扱いについて・反社会的勢力では無い事に関する表明・確約書」 

  について                     □はい 確認致しました。 

 

５.  契約金内訳について              □はい 確認致しました。 

 

６.  月額費用の内訳について            □はい 確認致しました。 

 

７.  ご契約開始日・確認について          □はい 確認致しました。 

 

８. 入居パック施工後のキャンセル料金について   □はい 確認致しました。 

 

９. 契約書類作成後のキャンセル料金について    □はい 確認致しました。 

 

以上の内容に承諾の上、下記物件を申込致します。 

 

物件名・号室 

 

 

    年    月    日 

 

 

申込人                         印    

 

 

仲介業者様 

 

会社名 

 

電話番号 

 

担当者名 
 



未内見時物件申込承諾書 

 
株式会社 渡辺住研 殿    

 

 

1、私は下記不動産物件に関して、室内の内見をせずに申込致します 

 

2、キャンセルを前提とした申し込みではありません 

 

3、私は、図面と現況が異なる場合でも、そのことを理由として貸主及び株

式会社渡辺住研には一切の責任を追わないことを承諾した上で申し込

みをいたします。下記物件を申込にあたり入居者は、熟読の上申込を

するものとします 

 

 

御了承頂きましたら下記、入居者欄に署名・捺印するものとします。 

 

 

 

令和    年     月     日 

 

物件住所：                     

 

 

物件名： 

 

 

入居者住所                        

 

 

 

氏名                          印 

 

電話番号 



 






