
物件名 号室

所在地

入居希望日 契約年数 年 希望区画 番

賃料 管理費 円 駐車料 円 ﾊﾞｲｸ置場料 円

敷金 ヵ月 礼金 ヵ月 仲介手数料 ヵ月 保証料 円

内装定額費 円 鍵交換 円 町内会費 円 火災保険料

P敷金 ヵ月 P礼金 ヵ月 P仲介手数料 ヵ月

更新料 ヵ月 事務手数料 円 火災保険料 円 保証料 円

P更新料 ヵ月 P事務手数料 円

業者名

担当者名

TEL番号

FAX番号

定休日
営業時間

住所

ﾌﾘｶﾞﾅ

（　　　　　　）

現住所

携帯電話 自宅電話

勤務先名 業務内容

勤務先住所 所属部署

勤務先TEL 家賃補助

会社設立 資本金 円 年商 円 従業員数 人

勤続年数 年収 万円 月収 万円 役職

現在の住居

現在の家賃 現在の間取

ご家族

ﾒｰｶｰ 車体の色 長さ 高さ 幅 車両重量 車両総重量

㎝ ㎝ ㎝ ㎏ ㎏

要（　　台）　・　不要

公務員　・　会社役員　・　正社員　・　契約社員　・　派遣社員　・　個人事業主　・　パート　・　アルバイト

借主（個人）

　　　　　　　　　　万円　（月額）

喫煙者（あり　・　なし） 楽器（あり　・　なし）

ﾊﾞｲｸ（あり　　　台　　・なし） 原付（あり　　　台　・　なし） 自転車（あり　　　台　・　なし）

ペットあり（　犬　or　猫　・その他・　　　匹）　・　なし

男　　　　・　　　女
氏名

西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　（　　　才）国籍

　　　　年　　　　ヵ月

〒222-0037　横浜市港北区大倉山2-1-13

　　　　　　　　　　　　　入居申込書　記入日　H26年　　月　　日　　　　1/2
借主は、別紙「注意事項」・「個人情報のお取り扱い」を読み、承諾した上で本物件を申し込みします。

契約時

更新時

円

客付業者 元付業者

H26年　　　　月　　　　日～

株式会社オキムス

045-533-5670

045-543-0232

火曜・水曜

駐車場

午前10時～午後6時30分

転居理由
具体的にご記入お願いします。

該当箇所に○および記入お願いします。また入居申込書は1/2と2/2　2枚ともFAXお願いします。

ﾌﾟﾚｰﾄNo 保管場所使用承諾証明書 必要　・　不要

車種名

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建物名・号室まで記載お願いします。

円 現在の居住年数 　　　　　　　　年　　　ヵ月

独身：子供なし　　・　独身：子供あり（　　人）　　　・既婚：子供なし　　・　既婚：子供あり（　　　）人

賃貸　・　自己所有　・　家族所有　・　寮　・　ホテル　・　ウィークリー　・　知人宅　・　親戚宅　　・　その他

学生　・　生活保護　・　年金受給　　・　無職　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
お仕事

─　　　　　　　─

〒

─　　　　　　　─

─　　　　　　　─

右記①～④のいずれか持込される場合、○をしてください　　（①普通車　②軽自動車　③バイク　④原付）

西暦　　　　　　年　　　月

排気量 CC

ｱｯﾄﾎｰﾑ（ﾈｯﾄ）　　ｱｯﾄﾎｰﾑ（紙）　　ﾎｰﾑｽﾞ　　ﾚｲﾝｽﾞ　　ﾊﾄﾏｰｸ　　現地看板　　店頭広告
申込にあたり参照した広告に○をしてください。



ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ

本社所在地

本社TEL 本社FAX

事業内容

会社設立 資本金 円 年商 円 従業員数 人

火災保険 町内会費

鍵交換 駐車場契約

続柄・国籍 生年月日 年収・性別

国籍 　　　月　　　日 男　・　女

国籍 　　　月　　　日 男　・　女

国籍 　　　月　　　日 男　・　女

国籍 　　　月　　　日 男　・　女

国籍 　　　月　　　日 男　・　女

ﾌﾘｶﾞﾅ

（　　　　　　）

現住所 続柄 （　　　　　　）

携帯電話 自宅電話

勤務先名 業務内容

勤務先住所 所属部署

勤務先TEL 家賃補助

会社設立 資本金 円 年商 円 従業員数 人

勤続年数 年収 万円 月収 万円 役職

現在の住居

現在の家賃 現在の間取

ご家族

　　　　年　　　　ヵ月

独身：子供なし　　・　独身：子供あり（　　人）　　　・既婚：子供なし　　・　既婚：子供あり（　　　）人

法人　　　個人

法人包括保険　　当社保険（個人名義）　当社保険（法人名義） 法人負担　　　個人負担

法人担当

学生　・　生活保護　・　年金受給　　・　無職　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

賃貸　・　自己所有　・　家族所有　・　寮　・　ホテル　・　ウィークリー　・　知人宅　・　親戚宅　　・　その他

お仕事
公務員　・　会社役員　・　正社員　・　契約社員　・　派遣社員　・　個人事業主　・　パート　・　アルバイト

円 現在の居住年数 　　　　　　　　年　　　ヵ月

─　　　　　　　─ 　　　　　　　　　　万円　（月額）

西暦　　　　　　年　　　月

〒

─　　　　　　　─ ─　　　　　　　─

所属部署

携帯番号

西暦　　　　　　年

会社名

国籍 西暦　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　（　　　才）

氏名
男　　　　・　　　女

西暦　　　　　　年　　　月

勤務先・通学先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借主（法人）　　　　　　　　　　　　　　　　　2/2

①連帯保証人　　　②法人規約で不可　　　③保証会社利用で緊急連絡先のみ　　④保証会社利用かつ連帯保証人　　　

　　　　入居者名簿　　　　　

氏名（借主以外記入）

ﾌﾘｶﾞﾅ 続柄

代表者名

代行業者
TEL　　　　　　　　　　─　　　　　　　─

FAX　　　　　　　　　　─　　　　　　　─

〒

担当者名

─　　　　　　　─ ─　　　　　　　─

会社名

担当者名

─　　　             ─
国籍

西暦　　　　　　年

　　　月　　　日

万円

男　・　女

─　　　             ─

ﾌﾘｶﾞﾅ 続柄

TEL　　　　　　　　　　─　　　　　　　─

FAX　　　　　　　　　　─　　　　　　　─

続柄 西暦　　　　　　年 万円

賃貸理由

法人負担　　　　個人負担

西暦　　　　　　年 万円 ─　　　             ─

続柄 西暦　　　　　　年 万円

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建物名・号室まで記載お願いします。

下記①～④のいずれかに○をしてください。

①借主入居する　　　　②借主入居しない

連帯保証人

下記①～②のいずれかに○をしてください。

ﾌﾘｶﾞﾅ 続柄 西暦　　　　　　年 万円 ─　　　             ─

ﾌﾘｶﾞﾅ
─　　　             ─

ﾌﾘｶﾞﾅ 続柄

ﾌﾘｶﾞﾅ

万円
─　　　             ─


