 
 





保証委託及び立替払委託契約 申込書・同意書 V04

■ 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情報の取り扱いに関する条項
保証委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者（賃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、株式会社オリコ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、個人情報を取り扱うことに同意します。
第 1 条（個人情報）
個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ
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、その情報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、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に
含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号
及び月収等の属性情報（変更後の情報を含む）
②保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等並びに口座情報等の契
約情報
③保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報
④運転免許証、パスポート及び特別永住者証明書、在留カード等に記載された本人確認のための情報
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公開されている情報
第 2 条（関連する個人情報）
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱
います。
第 3 条（個人情報の利用目的）
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはあ
りません。
①保証委託契約及び賃貸保証契約の締結可否の判断のため
②保証委託契約及び賃貸保証契約の締結及び履行のため
③保証委託契約及び賃貸保証契約に基づく求償権の行使のため
④サービスの紹介のため
⑤サービスの品質向上のため
⑥ご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため
⑦賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため
⑧賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため
⑨上記①から⑧の利用目的を達成するために必要な範囲での個人情報の第三者への提供
第 4 条（個人情報の第三者への提供）
1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に
提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必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが
困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の
同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して
協力する必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及
ぼすおそれがあるとき
2. 申込者等は、当社が申込者等の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
①第 3 条記載の利用目的の達成のために、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、
管理会社、仲介会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者等の関係者、又はその他しかるべき第三
者に対し提供すること
②その他申込者等が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること
第 5 条（第三者の範囲）
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合
（なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います）
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
第 6 条（個人情報の当社への提供）
申込者等は、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連
絡先及び同居人等の申込者等の関係者が、申込者等の個人情報を、第 3 条記載の利用目的のために当社
に対し提供することに同意します。
第 7 条（個人情報の開示、訂正等及び利用停止等）
1. 当社は、申込者等本人から、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の請求があ
った場合には、法令の定めるところにより、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停
止等を行います。
2. 開示、訂正等及び利用停止等をご希望の方は当社ホームページを参照いただくか、第 17 条記載の問合
せ窓口までご連絡ください。
第 8 条（個人情報の正確性）
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
ただし、保証委託契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であること
については、申込者等が責任を負うものとします。
第 9 条（必要情報の提出）
申込者等は、保証委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報（運転免許証、パスポート等の書類に記載
された本籍地、国籍等の情報を含む）を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や
自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。
第 10 条（個人情報提供の任意性）
当社は、申込者等が保証委託契約に必要な個人情報を提供しない場合には、保証委託契約の締結をお断り
することがあります。
第 11 条（審査結果）
申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査
結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、

提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。
第 12 条（個人情報の管理）
1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び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、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよ
う努めます。
第 13 条（個人情報取り扱い業務の外部委託）
当社は、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第 14 条（統計データの利用）
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成すること
があります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
第 15 条（本条項の改定）
当社は、法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で本条項を変更することができるものとします。
第 16 条（個人情報管理責任者）
株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長
第 17 条（問合せ窓口）
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しく
はお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
株式会社オリコフォレントインシュア お客様相談窓口
電話番号：0570-030-733
受付時間：月曜日〜金曜日（祝日除く）10：00 〜 19：00
※通話内容（当社からの連絡を含む）につきましては、電話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。

立替払委託契約に係る個人情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びに契約当事者（賃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、株式会社オリコ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、個人情報を取り扱うことに同意します。
第 1 条（個人信用情報機関への登録・利用）
1. 申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び
加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう。以下同じ）
（当社が加盟する個人信用情報機関を、
以下「加盟信用情報機関」という）及び加盟信用情報機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携信
用情報機関」という）に当社が照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、申込者等の支
払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
2. 申込者等は、申込者等に係る立替払委託契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報
機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者
等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

項

目

会社名

株式会社シー・アイ・シー

①立替払委託契約に係る申込をした事実

当社が加盟信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間

②立替払委託契約に係る客観的な取引事実

契約期間中及び契約終了後 5 年以内

③債務の支払を延滞した事実

契約期間中及び契約終了後 5 年間

3. 加盟信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は次のとおりです。また、立替払委託契約期間
中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得る
ものとします。
●株式会社シー・アイ・シー
〒 160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階
お問合せ先：0120-810-414
ホームページアドレス：https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧
ください。
4. 提携信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は、次のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
〒 100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
お問合せ先：03-3214-5020
ホームページアドレス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構
〒 110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル５号館
お問合せ先：0570-055-955
ホームページアドレス：https://www.jicc.co.jp/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧
ください。
5. 当社が加盟信用情報機関に登録する情報は、次のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等本人を特
定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、商品名及び支払回数等契約内容に関する情報等
並びに利用残高、支払日、延滞、支払停止の申出事実等支払状況に関する情報等
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準用）
1. 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は、本条項について準用する。
2. 前項の場合において、第 1 条②③、第 3 条①②③ . 並びに第 8 条から第 10 条まで中「保証委託契約」
とあるのは「立替払委託契約」と読み替えるものとする。
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■お申込にあたって
●申込者は「個人情報の取り扱いに関する条項」に同意のうえ、保証委託及び立替払委託契約を申込するものとします。なお、本申込にあたり、
別紙の「入居申込書」を保証委託及び立替払申込書の一部として、株式会社オリコフォレントインシュアに直接提出致します。

ご記入日
（西暦） 2 0

年

月

日

申込者署名欄
（ご本人直筆で署名ください）

※法人申込の場合は、部署名・会社との関係もご記入ください。
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ࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢ㛤♧࣭ゞṇ➼࣭⏝Ṇ➼㸧
 ᙜ♫ࡣࠊᙜ♫ᡤᐃࡢ᪉ἲࡼࡾࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡽࠊᙜヱ⏦㎸⪅➼ᮏேࡀ㆑ูࡉࢀࡿಶேሗࡢ㛤♧ࢆồ
ࡵࡽࢀࡓࡁࡣࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேᑐࡋࠊ㐜↓ࡃࠊᙜヱಖ᭷ಶேሗࢆ㛤♧ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ㛤♧ࡍࡿࡇ
ࡼࡾ௨ୗࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿሙྜࡣࠊᙜ♫ࡢุ᩿ࡼࡾಶேሗࡢ㒊ཪࡣ୍㒊ࢆ㛤♧ࡍࡿ
ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ
ձ⏦㎸⪅➼ᮏேཪࡣ➨୕⪅ࡢ⏕ࠊ㌟యࠊ㈈⏘ࡑࡢࡢᶒࠊ┈ࢆᐖࡍࡿ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜ
ղᙜ♫ࡢᴗົࡢ㐺ṇ࡞ᐇⴭࡋ࠸ᨭ㞀ࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿሙྜ
ճἲ௧㐪ࡍࡿࡇ࡞ࡿሙྜ


ᙜ♫ࡀຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵
↷ࡋࡓ᪥ࡽ  ࣨ᭶㛫





࠾ᐈᵝࡢമົࡀᘚ῭ᮇ࠶ࡿࡁཪࡣ࠾ᐈᵝࡀ◚⏘ᡭ⥆㛤ጞỴᐃࢆཷࡅࠊࡘࠊᙜ♫ࡀࡑࡢ◚⏘㈈ᅋࡢ㓄ᙜຍධࡋ࡞࠸ࡁࡢ࠸ࡎࢀヱᙜࡍࡿ⏤ࡀ⏕ࡌࡓࡁࡣ㸪
ᙜ♫ࡣಖドമົࡢᒚ⾜๓࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠾ᐈᵝᑐࡋ๓ồൾᶒࢆ⾜ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

㸦㸧๓ồൾࡘ࠸࡚

࠾ᐈᵝࡀ㈤ᩱ➼ࡢᮍ⣡࡞ࡼࡾࠊ㈤㈚ዎ⣙ࡢ㔠㖹ᨭᡶമົࢆᙜ♫ࡀಖドࡋࡓሙྜࠊಖドⓎ⏕ᚋࠊ≀௳࣮࢜ࢼ࣮ᵝ࣭ື⏘⟶⌮♫ᵝ௦ࢃࡾᙜ♫ࡀ࠾ᐈᵝ࠾ᨭᡶ
ࡢࡈㄳồࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ
㸦ࡇࢀࢆồൾᶒࡢ⾜࠸࠸ࡲࡍࠋ
㸧ồൾࡢ᪉ἲࡋ࡚ࠊ࠾ᐈᵝ㟁ሗࠊ㟁ヰࠊゼၥࠊᕪ⨨ࠊᑒ᭩➼ࡼࡾࡈ㐃⤡ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀ
ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ࠶ࡽࡌࡵࡈᣦᐃ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ⥭ᛴ㐃⤡ඛᵝࠊ㐃ᖏಖドேᵝ➼㐃⤡ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋࡲࡓࠊồൾᶒࢆ⾜ࡍ
ࡿ࠶ࡓࡾࠊッゴཬࡧἲⓗ࡞ᡭ⥆ࡁࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢ㈝⏝ࡶ࠾ᐈᵝࡈㄳồࢆࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ௦ᘚ῭  ᅇࡘࡁಖドົᡭᩘᩱࡋ࡚  ࢆࡈㄳồ
ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋࡲࡓ࠾ᨭᡶࡘ࠸࡚ᙜ♫ࡢᐃࡵࡓᮇ᪥࠾ᨭᡶ࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ሙྜࠊ㐜ᘏᦆᐖ㔠ࡋ࡚ᖺ 㸣ࡢ㔠㢠ࢆຍ⟬ࡋ࡚࠾ᨭᡶ࠸ࡓࡔࡃࡇ࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ
ࡃࢀࡄࢀࡶࡈὀពࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㸦㸧ồൾᶒࡢ⾜ࡘ࠸࡚

㏉㑏࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋࡈᢎࡃࡔࡉ࠸ࠋ

 ࢧ࣮ࣅࢫࡈ⏝࠶ࡓࡾࠊಖドጤクዎ⣙᭩グ㍕ࡢᡤᐃࡢಖドᩱࢆ࠾ᨭᡶ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

࡞࠾ࠊ࠾ᨭᡶ࠸࠸ࡓࡔ࠸ࡓಖドᩱࡣࠊ㈤㈚ዎ⣙ཬࡧಖドጤクዎ⣙ࡀዎ⣙ᮇ㛫ࡢ‶๓⤊ࡋࡓሙྜࠊཪࡣ᭶㢠㈤ᩱࡀಖドᮇ㛫ࡢ㏵୰࡛ῶ㢠ࡉࢀࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ

㸦㸧ಖドጤクᩱࡘ࠸࡚

㸦࠾ᐈᵝ᥍࠼࣭ࢽࢵ࣏ࣥࣥࢩࣗओ᥍࠼㸧
 ᙜ♫ࡣࠊᙜ♫ࡀಖ᭷ࡍࡿಶேሗࡢෆᐜࡀᐇ࡛࡞࠸ࡀุ᫂ࡋࡓሙྜࠊ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖෆ
࠾࠸࡚ࠊ㏿ࡸᙜヱሗࢆ᭱᪂ࡢሗゞṇࠊ㏣ຍཪࡣ๐㝖㸦௨ୗࠕゞṇ➼ࠖ࠸࠺㸧ࡋࡲࡍࠋ
 ᙜ♫ࡣࠊ⏝┠ⓗࡢ⠊ᅖࢆ㉺࠼࡚ಶேሗࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࠊಶேሗࢆṇྲྀᚓࡋࡓሙྜࠊཬࡧ
ṇ➨୕⪅ᥦ౪ࡋࡓሙྜࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢㄳồᛂࡌ࡚ᙜヱಶேሗࡢ⏝ཪࡣ➨୕⪅ࡢᥦ౪ࢆṆ
㸦௨ୗࠕ⏝Ṇ➼ࠖ࠸࠺㸧ࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᙜヱಶேሗࡢ⏝Ṇ➼ከ㢠ࡢ㈝⏝ࢆせࡍࡿሙྜࡑ
ࡢࡢ⏝Ṇ➼ࢆ⾜࠺ࡀᅔ㞴࡞ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢᶒ┈ࢆಖㆤࡍࡿⅭᚲせ࡞ࡇࢀ௦
ࢃࡿࡁᥐ⨨ࢆࡿࡁࡣࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
 㛤♧ࠊゞṇ➼ࠊ⏝Ṇ➼ࢆࡈᕼᮃࡢ᪉ࡣᙜ♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ KWWSVQLSSRQLQVXUHMSࢆཧ↷࠸ࡓࡔࡃ
ࠊၥ࠸ྜࢃࡏඛ❆ཱྀࡲ࡛ࡈ㐃⤡ୗࡉ࠸ࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢṇ☜ᛶ㸧
ᙜ♫ࡣࠊ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ࠊಶேሗࢆṇ☜ࡘ᭱᪂ࡢෆᐜಖࡘࡼ࠺ດࡵࡲࡍࠋࡓࡔ
ࡋࠊಖドጤクዎ⣙ཪࡣ㈤㈚ಖドዎ⣙ࡢ⏦㎸ཪࡣ⥾⤖࠾࠸࡚ࡈᥦ౪㡬࠸ࡓಶேሗࡀṇ☜ࡘ᭱᪂࡛࠶ࡿࡇ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⏦㎸⪅➼ࡀ㈐௵ࢆ㈇࠺ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ᚲせሗࡢᥦ౪㸧
⏦㎸⪅➼ࡣࠊಖドጤクዎ⣙ࡢ⏦㎸ࠊ⥾⤖ཪࡣᒚ⾜ᚲせ࡞ሗ㸦㐠㌿චチドࠊࣃࢫ࣏࣮ࢺ➼ࡢ᭩㢮グ㍕ࡉࢀࡓ
ᮏ⡠ᆅࠊᡞ⡠➼ࡢሗࢆྵࡴ㸧ࢆᥦฟࡍࡿྠពࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊࢡࣞࢪࢵࢺ࣮࢝ࢻಖ᭷ሗࡸ⮬ᕫ◚⏘➼ࡢ
ሗࡘ࠸࡚ࡶഇ↓ࡃ⏦࿌ࡍࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗᥦ౪ࡢ௵ពᛶ㸧
ᙜ♫ࡣࠊ
⏦㎸⪅➼ࡽᥦ౪ࢆཷࡅࡓಶேሗᇶ࡙ࡁಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙ࡢ⥾⤖ྍྰࡢุ᩿ࢆ⾜࠸ࡲ
ࡍࠋᚲせ࡞ಶேሗࢆᥦ౪࠸ࡓࡔࡅ࡞࠸ሙྜࡣࠊಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙ࡢ⥾⤖ࢆ࠾᩿ࡾࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ᑂᰝ⤖ᯝ㸧
⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ࡢᑂᰝ⤖ᯝࡢෆᐜࡘ࠸࡚␗㆟ࢆ⏦ࡋ❧࡚࡞࠸ྠពࡋࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᙜ♫ࡣࠊᑂᰝ⤖ᯝ㛵
ࡍࡿุᐃ⌮⏤ࡣ㛤♧ࡋࡲࡏࢇࠋࡲࡓࠊᙜ♫ࡣࠊἲ௧ᐃࡵࡽࢀࡓゞṇ➼ࠊ⏝Ṇ➼ࡢሙྜࢆ㝖ࡁࠊᥦ౪ࡉࢀࡓ
ಶேሗཬࡧಶேሗࢆྵࡴ᭩㠃ࡘ࠸࡚ࡣ࠸࡞ࡿሙྜࡶ㏉༷ཬࡧ๐㝖࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢ⟶⌮㸧
 ᙜ♫ࡣࠊࡑࡢ⟶⌮ୗ࠶ࡿಶேሗࡢ⣮ኻࠊ℃⏝ཬࡧᨵኚࢆ㜵ṆࡍࡿⅭࠊ㐺ษ࡞ࢭ࢟ࣗࣜࢸᑐ⟇ࡢᐇ
ດࡵࡲࡍࠋ
 ᙜ♫ࡣࠊಖ᭷ࡍࡿಶேሗࡘ࠸࡚ᶒ㝈ࢆᣢࡘ⏝⪅ࡢࡳࡀࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿᏳ࡞⎔ቃಖ⟶ࡍࡿࡼ࠺ດ
ࡵࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗྲྀᢅ࠸ᴗົࡢእ㒊ጤク㸧
ᙜ♫ࡣࠊಶேሗࢆྲྀᢅ࠺ᴗົࡢ୍㒊ཪࡣ㒊ࢆእ㒊ጤクࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦⤫ィࢹ࣮ࢱࡢ⏝㸧
ᙜ♫ࡣࠊᥦ౪ࢆཷࡅࡓಶேሗࢆࡶࠊಶேࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ᙧᘧຍᕤࡋࡓ⤫ィࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡍࡿࡀ࠶ࡾࡲ
ࡍࠋᙜ♫ࡣࠊᙜヱࢹ࣮ࢱࡘࡁఱࡽࡢไ㝈↓ࡃ⏝ࡍࡿࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ᮏ᮲㡯ࡢᨵᐃ㸧
ᙜ♫ࡣࠊἲ௧➼ࡢᐃࡵࡀ࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᮏ᮲㡯ࢆ㝶ኚ᭦ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡋࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗ⟶⌮㈐௵⪅㸧ࢽࢵ࣏ࣥࣥࢩࣗᰴᘧ♫ ௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 ᆏᮏ ┿ஓ
➨  ᮲㸦ၥ࠸ྜࢃࡏ❆ཱྀ㸧
ಶேሗ㛵ࡍࡿⱞࠊ⏝┠ⓗࡢ㏻▱ࠊ㛤♧ࠊゞṇ➼ࠊ⏝Ṇ➼ཪࡣࡑࡢࡢࡈ㉁ၥࠊࡈ┦ㄯⱝࡋࡃࡣ࠾ၥ
࠸ྜࢃࡏࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ࠾ᐈᵝ┦ㄯ❆ཱྀ㸸 ࡲ࡛ࡈ㐃⤡ୗࡉ࠸ࠋ
➨  ᮲ ἲேዎ⣙  
ἲேዎ⣙࠾࠸࡚ࡣࠊ➨  ᮲ࡣヱᙜࡋࡲࡏࢇࠋ

ࡈグධ᪥㸦すᬺ㸧

ධᒃணᐃ≀௳ྡ࣭ఫᡤ

    ᖺ     ᭶     ᪥


                                                                                 9HU

⏦㎸⪅᭩ྡḍ㸦ࡈᮏேᵝ┤➹࡛⨫ྡୗࡉ࠸㸧




⚾ࡣࠊู⣬ࠕಖドጤク⏦㎸᭩ࠖグ㍕ෆᐜ┦㐪࡞ࡃಖドጤクዎ⣙ෆᐜࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࢆཷࡅ⌮ゎࡋࡲࡋࡓࠋୖグࠕಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ᮲㡯ࠖཬࡧࠕಖドጤクዎ⣙㔜せ㡯ㄝ᫂᭩ࠖྠពࡢୖࠊ⏦㎸ࡳࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ

ಖドጤクዎ⣙࠾ࡅࡿಖドᮇ㛫ࡣࠊ㈤㈚ዎ⣙ⱝࡋࡃࡣ୍⏝ዎ⣙ࡢ㛤ጞࡽ㈤㈚≀௳ࡢ᫂Ώࡋࡲ࡛࡞ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸧ಖドጤクዎ⣙ᮇ㛫ࡘ࠸࡚

ୗグࡢ  ཪࡣ  ࡢ࠸ࡎࢀࡢⓏ㘓ሗ
ࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮇ㛫

ᮏዎ⣙ࡢ⏦㎸ࢆࡋࡓᐇ

Ặྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕ➼ࡢ
ᮏேࢆ≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢሗ
㈤㈚≀௳ࡢྡ⛠ࠊఫᡤ➼㈤㈚≀௳ࢆ
≉ᐃࡍࡿࡓࡵࡢሗ







ࡇࡢᗘࠊ࠾⏦㎸ࢆ⾜࠺≀௳ࡢ㈤㈚ዎ⣙࡚ࠊࢽࢵ࣏ࣥࣥࢩࣗᰴᘧ♫ࡀ࠾ᐈᵝࡢಖドே࡞ࡾࡲࡍࠋ
࠾ᐈᵝࡢമົ࡞ࡿ㈤ᩱ➼㸦⏦㎸᭩グ㍕ࡢྜィ᭶㢠㈤ᩱ㸧ཬࡧኚື㈝ࠊ㈤㈚ዎ⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ⏕ࡌࡿ᫂ࡅΏࡋࡲ࡛ࡢ㈤ᩱ➼┦ᙜᦆᐖ㔠ࠊッゴࡑࡢἲⓗᡭ⥆ࡁ
㈝⏝࡞ಖドጤクዎ⣙᭩➨  ᮲グ㍕ࡢࡶࡢཬࡧཎዎ⣙ᇶ࡙ࡃ㈝⏝࡛ᘢ♫ࡀㄆࡵࡓࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊ࠾ᐈᵝࡀ୍࠾ᨭᡶ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࠊಖドጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡁࠊ㐃ᖏࡋ࡚
ᙜ♫ࡀಖドࡋࠊ࠾ᐈᵝ௦ࢃࡾ㈤㈚ே࡛࠶ࡿ≀௳࣮࢜ࢼ࣮ᵝ࠾ᨭᡶ⮴ࡋࡲࡍࠋᙜ♫ࡀಖドࡍࡿಖド㔠㢠ࡢ⥲㢠ࡣᒃఫ⏝࣭ᴗ⏝ࡣ᭶㢠㈤ᩱ➼ࡢ᭱  ࣨ᭶ศ┦ᙜ㢠ࠊ
㥔㌴ሙ࣭ࢥࣥࢸࢼࡣ᭶㢠㈤ᩱ➼ࡢ  ࣨ᭶ศ┦ᙜ㢠࡞ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊୖグࡢമົࡘ࠸࡚ࡣᙜ♫ࡀ୍ⓗ❧᭰ᡶ࠸ࢆ⾜࠸ࡲࡍࡀࠊ᭱⤊ⓗࡣ࠾ᐈᵝࡢമົࡋ࡚࠾
ᨭᡶ㡬ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ

㸦㸧ಖドࡢ⠊ᅖཬࡧෆᐜࡘ࠸࡚

࠾ᐈᵝࡀ⏦㎸ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ಖド♫ࡣ௨ୗ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ಖド♫   㸸 ࢽࢵ࣏ࣥࣥࢩࣗᰴᘧ♫
ᡤᅾᆅ    㸸 ⚟ᒸ┴⚟ᒸᕷ୰ኸ༊ኳ⚄  ┠  ⚟ᒸドๆࣅࣝ )
Ⓩ㘓␒ྕ   㸸 ᅜᅵ㏻┬㸦㸯㸧➨  ྕ
Ⓩ㘓ᖺ᭶᪥  㸸  ᖺ  ᭶  ᪥
࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸸  㸦࠾ᐈᵝ┦ㄯ❆ཱྀ㸧

㸦㸧⏦㎸ඛࡢಖド♫ࡘ࠸࡚

 ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ᮲㡯 
ᙜ♫ࡀ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂᚲせ࡞⠊ᅖෆ࠾࠸࡚ಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡢ୍㒊ཪࡣ㒊ࢆጤクࡍࡿሙྜ㸦࡞࠾ࠊ
ጤクඛ࠾ࡅࡿಶேሗࡢྲྀᢅ࠸ࡘ࠸࡚ࡣᙜ♫ࡀ㈐௵ࢆ㈇࠸ࡲࡍ㸧
 ྜేࡑࡢࡢ⏤ࡼࡿᴗࡢᢎ⥅కࡗ࡚ಶேሗࡀᥦ౪ࡉࢀࡿሙྜ
➨  ᮲㸦ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࡢⓏ㘓࣭⏝➼㸧
  ⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ࡀ⏦㎸⪅➼ࡢᮏዎ⣙⥾⤖ྍྰࡢุ᩿ཬࡧᮏዎ⣙ࡢᒚ⾜࣭ồൾᶒࡢ⾜ࡢࡓࡵࠊᙜ♫
ࡢຍ┕ࡍࡿᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵㸦௨ୗࠕຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࠖ࠸࠺㸧↷ࡋࠊ⏦㎸⪅
➼㛵ࡍࡿಶேሗࡀⓏ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊᙜ♫ࡀᙜヱሗࢆ⏝ࡍࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
 ڦຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵
  ྡ  ⛠ 㸸 ୍⯡♫ᅋἲே ᅜ㈤㈚ಖドᴗ༠ 㸦␎⛠ /,&&㸧
  ఫ  ᡤ 㸸 ࠛ ᮾி㒔 ༊᪂ᶫ  ┠  ␒  ࣭ࣝࢢࣛࢩ࢚ࣝࣅࣝࢹࣥࢢ ,, 㝵 $
  㟁ヰ␒ྕ 㸸 
  ༠࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸KWWSMSJRUMS
  ⏦㎸⪅➼ࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ᐃࡵࡿಶேሗࡀຍ┕ᐙ㈤മົಖドྲྀᢅᶵ㛵௨ୗࡢ⾲ᐃࡵࡿᮇ㛫Ⓩ㘓ࡉࢀࠊ
ຍ┕ᐙ㈤മົಖドሗྲྀᢅᶵ㛵ࡢဨࡼࡾ⏦㎸⪅➼ࡢዎ⣙⥾⤖ྍྰࡢุ᩿ཬࡧዎ⣙ࡢᒚ⾜࣭ồൾᶒࡢ⾜
ࡢࡓࡵ⏝ࡉࢀࡿࡇྠពࡋࡲࡍࠋ


Ⓩ㘓ሗ
Ⓩ㘓ᮇ㛫

ษ࡞㒊ศ࡛ࡍࡢ࡛ࠊࡈዎ⣙๓ୗグෆᐜࢆᚲࡎ୍ㄞࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ

ಖドጤクዎ⣙ཪࡣ㈤㈚ಖドዎ⣙ࡢ⏦㎸⪅ࠊ㐃ᖏಖドணᐃ⪅୪ࡧዎ⣙ᙜ⪅ ㈤ேࠊ㐃ᖏಖドேཬࡧ㈤㈚ே
㸦௨ୗࠊࡇࢀࡽࡢ⪅ࢆࠕ⏦㎸⪅➼ࠖ࠸࠺㸧ࡣࠊࢽࢵ࣏ࣥࣥࢩࣗᰴᘧ♫ ௨ୗࠕᙜ♫ࠖ࠸࠺ ࡀࠊᮏ᮲
㡯ᚑ࠸ࠊಶேሗࢆྲྀᢅ࠺ࡇྠពࡋࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗ㸧
ಶேሗࡣࠊ௨ୗࡢಶேᒓࡍࡿሗࢆ࠸࠸ࠊᙜヱሗྵࡲࢀࡿẶྡࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࡑࡢࡢグ㏙➼ࡼࡾ≉ᐃ
ࡢಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࢆ࠸࠸ࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࡢሗࡢࡳ࡛ࡣ㆑ู࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊࡢሗᐜ
᫆↷ྜࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡼࡾ≉ᐃࡢಶேࢆ㆑ูࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢࡶಶேሗྵࡲࢀࡲࡍࠋ
㸦㸧Ặྡࠊᛶูࠊ⏕ᖺ᭶᪥ࠊఫᡤࠊ㟁ヰ␒ྕࠊᅜ⡠ࠊ⫋ᴗࠊົඛྡ⛠ࠊົඛఫᡤࠊົඛ㟁ヰ␒ྕཬࡧ᭶
➼ࡢಖドጤク⏦㎸᭩ࠊಖドጤクዎ⣙᭩ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙᭩グ㍕ࡉࢀࡓᒓᛶሗ
㸦ኚ᭦ᚋࡢሗࢆྵࡴ㸧

㸦㸧ಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙㛵ࡍࡿ㈤㈚≀௳ࡢྡ⛠ࠊᡤᅾᆅཬࡧ㈤ᩱ➼ࡢዎ⣙ሗ
㸦㸧ಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙㛵ࡍࡿ㈤ᩱᨭᡶ≧ἣ➼ࡢྲྀᘬሗ
㸦㸧㐠㌿චチドࠊࣃࢫ࣏࣮ࢺཬࡧእᅜேⓏ㘓ド᫂᭩➼グ㍕ࡉࢀࡓᮏே☜ㄆࡢⅭࡢሗ
㸦㸧ಶேࡢ⏬ീཪࡣ㡢ኌࢆ☢ẼⓗཪࡣගᏛⓗグ㘓፹య➼࡚グ㘓ࡉࢀࡓᫎീཪࡣ㡢ኌሗ
㸦㸧ุᡤ➼බⓗᶵ㛵ࠊ࣐ࢫ࣓ࢹࠊ㟁ヰᖒཪࡣఫᏯᆅᅗ➼࠾࠸࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿሗ
➨  ᮲ 㛵㐃ࡍࡿಶேሗ 
ᙜ♫ࡣ⥭ᛴ㐃⤡ඛཬࡧྠᒃே➼ࡢ⏦㎸⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅㛵ࡍࡿಶேሗࡘ࠸࡚ࡶᮏ᮲㡯ᚑࡗ࡚࠶ࡘ࠸ࡲࡍࠋ
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢ⏝┠ⓗ㸧
ᙜ♫ࡀྲྀᢅ࠺ಶேሗࡢ⏝┠ⓗࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
⏝┠ⓗࢆ㉺࠼࡚ಶேሗࢆ⏝ࡍࡿࡇࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸦㸧ಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙ࡢ⥾⤖ྍྰࡢุ᩿ࡢⅭ
㸦㸧ಖドጤクዎ⣙ཬࡧ㈤㈚ಖドዎ⣙ࡢ⥾⤖ཬࡧᒚ⾜ࡢⅭ
㸦㸧ಖドጤクዎ⣙ᇶ࡙ࡃ๓ཬࡧᚋồൾᶒࡢ⾜ࡢⅭ
㸦㸧ࢧ࣮ࣅࢫࡢ⤂ࡢⅭ
㸦㸧ࢧ࣮ࣅࢫࡢရ㉁ྥୖࡢⅭ
㸦㸧ࡈពぢࠊࡈせᮃཪࡣࡈ┦ㄯࡘ࠸࡚ࠊ☜ㄆࠊᅇ⟅ཪࡣࡑࡢࡢᑐᛂࢆ⾜࠺Ⅽ
㸦㸧㈤㈚ேཬࡧ⟶⌮♫ࡽࡢጤクᇶ࡙ࡃ㈤ᩱ➼ࡢ⣡௦⾜ົࢆ⾜࠺Ⅽ
㸦㸧㈤㈚ዎ⣙ࡢᒚ⾜ཬࡧ⟶⌮୪ࡧዎ⣙⤊ᚋࡢമๆമົࡢ⢭⟬༠ຊࡍࡿⅭ
㸦㸧ୖグ㸦㸧ࡽ㸦㸧ࡢ⏝┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿⅭᚲせ࡞⠊ᅖ࡛ࡢಶேሗࡢ➨୕⪅ࡢᥦ౪
➨  ᮲㸦ಶேሗࡢ➨୕⪅ࡢᥦ౪㸧
㸦㸧ᙜ♫ࡣ௨ୗヱᙜࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃࠊ࠶ࡽࡌࡵ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢྠពࢆᚓࡎಶேሗࢆ➨୕⪅ᥦ౪
ࡍࡿࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ձἲ௧ᇶ࡙ࡃሙྜ
ղேࡢ⏕ࠊ㌟యཪࡣ㈈⏘ࡢಖㆤࡢࡓࡵᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢྠពࢆᚓࡿࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡁ
ճබ⾗⾨⏕ࡢྥୖཪࡣඣ❺ࡢ࡞⫱ᡂࡢ᥎㐍ࡢⅭ≉ᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⏦㎸⪅➼ᮏேࡢྠពࢆ
ᚓࡿࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡁ
մᅜࡢᶵ㛵ⱝࡋࡃࡣᆅ᪉බඹᅋయཪࡣࡑࡢጤဨࢆཷࡅࡓ⪅ࡀἲ௧ࡢᐃࡵࡿົࢆ㐙⾜ࡍࡿᑐࡋ࡚༠ຊࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⏦㎸⪅ᮏேࡢྠពࢆᚓࡿࡼࡾᙜヱົࡢ㐙⾜ᨭ㞀ࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ
ࡁ
㸦㸧⏦㎸⪅➼ࡣࠊᙜ♫ࡀ⏦㎸⪅➼ࡢಶேሗࢆ௨ୗࡢ➨୕⪅ᑐࡋᥦ౪ࡍࡿྠពࡋࡲࡍࠋ
ձ➨  ᮲グ㍕ࡢ⏝┠ⓗࡢ㐩ᡂࡢࡓࡵࠊ⏦㎸⪅ࠊ㐃ᖏಖドேணᐃ⪅ࠊ㈤ேࠊ㐃ᖏಖドேࠊ㈤㈚ேࠊ⟶⌮
♫ࠊಖ㝤♫ࠊࡅࡘࡅࢧ࣮ࣅࢫ♫ࠊ⥭ᛴ㐃⤡ඛⱝࡋࡃࡣྠᒃே➼ࡢ⏦㎸⪅➼ࡢ㛵ಀ⪅ࠊཪࡣࡑࡢࡋ
ࡿࡁ➨୕⪅ᑐࡋᥦ౪ࡍࡿࠋ
ղࡑࡢ⏦㎸⪅➼ࡀ➨୕⪅┈ࢆཬࡰࡍᙜ♫ࡀุ᩿ࡋࡓሙྜᙜヱ➨୕⪅ᑐࡋᥦ౪ࡍࡿࡇࠋ
➨  ᮲㸦➨୕⪅ࡢ⠊ᅖ㸧
 ௨ୗࡢሙྜࠊಶேሗࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡿ⪅ࡣࠊ➨୕⪅ヱᙜࡋ࡞࠸ࡶࡢࡋࡲࡍࠋ

 ࠗಶேሗࡢྲྀᢅ࠸㛵ࡍࡿ᮲㡯࠘ཬࡧࠗಖドጤクዎ⣙㔜せ㡯ㄝ᫂᭩࠘ࡢྠព᭩

ペット飼育申請書

西日本鉄道株式会社 御中

西暦 20
所在

年

月

日

福福岡県福岡市東区香椎照葉5-1-14

物件名 ラクレイス香椎照葉

部屋番号

号室
印

氏名
私は標記物件において、下記記載のペットを飼育したいので、飼育申請いたします。
以上

1

犬種・性別

2

名前・年齢

3

体高・体重

4

特徴（色・耳の形）

5

用便方法・健康状態

7

予防接種年月日

8

予防接種頻度

9

登録年月日

10

避妊及び去勢手術

オス

メス

才

ｃｍ

ペットトイレ

ｋｇ

外に連れ出しさせる

年

毎年定期的に

年

済み

ヶ月

月

生後1回のみ

月

日

全くしていない

日

していない

