
株式会社エポスカード　御中    （FAX送付先：ROOM ｉDサポートデスク）

(家賃立替払委託契約兼保証委託契約申込書)

担当者

契約予定日 月 日 円 前家賃 月分まで受領予定

＜お申込みにあたって＞法人代表者を緊急連絡先としての契約となります。

□　入居申込書　（緊急連絡先に法人代表者の情報を記入）
□　法人代表者の本人確認書類　（生年月日が確認できる書類）
□　商業登記簿謄本（３ヵ月以内に発行したもの）

※ 上記書類が全て揃ってからの審査となりますので、ご協力お願いいたします。
■お申込みの商品種別に○印をつけてください。

↓ＦＡＸ読取用のＱＲコードです ▽メモ・通信欄

2008法人・月・少短

管
理
会
社
確
認
欄

■審査時必要書類の確認　（FAX送信前にレ点チェックをお願いします）

商品種別 居 住 用 事 業 用

月次払い
 Ｂ（ベーシック）

【４０４】
Ｓ（スイッチ）

【４０７】
Ｂ（ベーシック）

【４１１】
エポス少額短期保険対象外

　・本書並びに別紙「入居申込書」の内容をもとに当社が審査を行い、その結果立替払いをお断りする場合もございます。
　・本書または契約の事実に関する情報（法人代表者・緊急連絡先に関する情報を含みます）が与信判断および与信後の
　　管理のため、当社が利用することに同意します。
　・本書並びに別紙「入居申込書」に事実と異なるあるいは虚偽の記載があった場合、申込みは無効となり、また契約を解除

　　されても何らの異議を申立てません。

　・本書および別紙「入居申込書」に記載された情報その他申込者または契約者が当社に届け出た情報（法人代表者・緊急
　　連絡先に関する情報を含みます）、ならびに法人代表者が当社のクレジットカード会員である場合には法人代表者のクレ
　　ジットカード会員としての登録情報、取引情報等を、当社が、本申込に係る承認審査（承認後の再審査を含みます）および
　　契約・与信管理のために利用することを承諾し、また、当該利用について法人代表者の承諾を得ていることを確認します。
　・緊急連絡先として記載をいただいた法人代表者のご連絡先には、法人ご担当者との連絡が取れない場合、お約束の
　　お支払期限が守られない場合等を含め、法人代表者としてのお立場に基づき、当社から直接ご連絡させていただくこ
　　とがあります。
　・申込者は別紙｢入居申込書｣記載の物件情報、申込者等の情報が当社の関連会社の㈱エポス少額短期保険に提供
　　され、損害保険商品のご案内のために、また保険の申込みがあった場合にはその審査、引受、履行および管理その他
　　同社が別途公表またはお客様の同意を得た目的のために、それぞれ利用されることに同意するものとします。

申
込
者
記
入
欄

※　別紙「入居申込書」記載内容に相違のないことを確認し、上記の内容を確認・同意のうえ、
　　　ROOM iD契約を申込みます。

フリガナ

法人名

当社から申込確認等のためお電話をする場合があります。（０１２０からのフリーダイヤルで発信します）
エポスカードからの郵送物の宛名は法人名です。（個人名での郵送はいたしません）

申込日 ２０       年      月      日

管
理
会
社
記
入
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提携先
管理会社

支　　店
営業所名

賃料等合計額/月
（消費税込）

202008
法人・月次払

エポス
少額短期
保険利用

契約申込書

株式会社リッシュパートナーズ



送付先FAX：03-3971-4002

株式会社クレディセゾン　家賃保証サポートデスク　行　（電話番号：0120-333-919）

20 年 月 日

－

年 月 日 （ 歳）

▽お申込みに際し、以下の設問にお答えください。

１．毎月の賃料等のお支払い方法について（　口座振替　・　振込み　）を希望する。

　※口座振替日は、賃料月の前月26日（銀行休業日の場合は、翌営業日）となります。

　※振込み期日は、賃料月の当月5日までとなります。

【管理会社様記入欄】

 ※社名・住所・電話/FAX番号・担当者名をご記入ください。  ※社名・住所・電話/FAX番号・担当者名をご記入ください。

 店頭にて申込者様への契約内容の説明およびご本人確認を行いました。

自署

①－2 法(20.06)

仲介会社 管理会社

生年月日

ご担当部署　　
電話番号

－

保証プラン 法人プラン

連帯
保証人
予定者

(代表者)

フリガナ

　　賃料立替払委託契約・保証委託契約・連帯保証契約申込書

当社は、別紙記載の「個人情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する同意条項」に同意のう
え、賃料立替払委託契約および保証委託契約を申し込みいたします。連帯保証人予定者は、別紙
記載の「個人情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する同意条項」に同意のうえ、保証委託
契約に係る連帯保証契約を申し込みいたします。また、別紙「入居申込書」の記載内容に相違ない
ことを確認します。本申込書および別紙「入居申込書」に事実と異なるあるいは虚偽の記載があった
場合は申し込みが無効となり、また契約を解除されても異議を申し立てません。
申し込みから契約締結に至るまでに発生する、貴社に提出すべき書類に関する取次業務および申
し込みに基づく貴社からの審査可否連絡の受領業務について、下記仲介会社または管理会社に
委託します。

申込日

会社名

フリガナ

法人用

東京都渋谷区神宮前6-19-15
高野第一ビル8階
株式会社リッシュパートナーズ
TEL:03-6418-6460
FAX:03-6418-6461　　　　担当：



個人情報の取扱い（収集・保有・利用・提供）に関する同意条項

(2020.03)

申込人及び連帯保証人予定者（以下契約成立により申込人及び連帯保証人予

定者が各契約の当事者になった場合を総称して以下「乙」という。）は、本

同意条項を理解し、同意した上、株式会社クレディセゾン（以下「丙」とい

う。）に対し、申込人は、立替払委託契約規定及び保証委託契約規定に同意

の上、立替払委託契約及び保証委託契約の申込みをします。また、連帯保証

人予定者は、保証委託契約規定に同意の上、保証委託契約に係る連帯保証契

約の申込みをします。なお、下記規定において「本契約」とは、申込人との

立替払委託契約及び保証委託契約並びに連帯保証人予定者との連帯保証契約

を意味するものとします。

第１条（個人情報の収集・保有・利用）

１．乙は、本契約のお申込み、丙発行のクレジットカードに係る丙との取引、

その他の丙との各種取引（以下総称して「各取引」という。）の与信判断及

び与信後の管理のために、丙が以下の情報（以下これらを総称して「本件個

人情報」という。）を、丙所定の保護措置を講じた上で、収集・保有・利用

することに同意します。

（１）本契約に関し、本契約の申込書及び契約書、並びに本契約に基づく立

替払等の目的となる賃料等の発生原因となる申込人と賃貸人（以下「本件賃

貸人」という。）との賃貸借契約（以下「本件賃貸借契約」という。）に係

る入居申込書、賃貸借契約書等に乙が記載した乙の氏名、性別、年齢、生年

月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、E-

mailアドレスその他入居申込書、賃貸借契約書等の記載内容により丙が知り

得た乙本人の情報

（２）本件賃貸借契約に係る賃貸借物件の所在地、物件名、賃料、敷金、そ

の他の契約条件等、賃貸借契約に関する情報

（３）本契約に付随して丙が知り得た申込人、同居予定者、緊急連絡先、連

帯保証人等の情報

（４）丙の請求により乙から提出を受けた本人確認書類に記載された情報

（５）本契約締結後の各取引に関する月々の支払状況等の情報

（６）本契約に関する申込人の支払能力の調査を行った際に丙が収集した乙

の丙におけるクレジット利用履歴、過去の債務の返済状況及び丙の請求によ

り乙から提出を受けた源泉徴収票等に記載された収入等に関する情報

（７）乙からの問い合わせ又はご連絡した際等の会話の記録情報

（８）本契約締結後の契約管理のために丙が取得した乙の住民票の写し等に

記載された情報

（９）官報や電話帳等一般に公開されている情報

２．丙が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、丙の

委託先企業に委託する場合に、丙が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項

により収集した本件個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が

受託の目的に限って利用する場合があります。

第２条（個人情報の提供・利用）

乙は丙が保護措置を講じた上で、以下の個人情報を本件賃貸人及び本件賃貸

人が指定した不動産管理会社に提供し、本件賃貸人及び本件賃貸人が指定し

た不動産管理会社が以下の目的で利用することに同意します。

［利用目的］

本契約又は本件賃貸借契約の管理等

［提供する個人情報］

本契約締結後の各取引に関する月々の支払状況等の情報

第３条（営業活動等の目的での個人情報の利用）

１．乙は、第1条第1項に定める利用目的のほか、丙が下記の目的のために第1

条第1項第1号の個人情報を利用することに同意します。

（１）丙のクレジット関連事業及び金融サービス事業（それらに付随して提

供するサービスを含む。）、並びにその他丙の事業におけるサービス提供、

宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内及び関連するアフターサービ

スの実施

（２）丙以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付

及び電話等による営業案内の実施

（３）丙のクレジット関連事業及び金融サービス事業（それらに付随して提

供するサービスを含む。）、並びにその他丙の事業における市場調査及び商

品開発

※丙の具体的な事業内容は、丙ホームページ

（https://www.saisoncard.co.jp）に常時掲載しております。

２．乙は、前項(1)(2)の目的での個人情報の利用について、丙に対して中止

の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき丙が送付する請求書等に

記載される営業案内及びその同封物は除きます。

第４条（個人信用情報機関への登録・利用）

１．乙の支払能力の調査のために、丙が加盟する個人信用情報機関(個人の支払

能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とす

る者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という。）に照会し、乙及び乙の

配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意しま

す。なお、加盟個人信用情報機関及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信

用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」という。）に登録されている個人

情報は、支払能力（返済能力）の調査以外の目的で使用してはならないことと

されています。

２．乙の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、第3項に定める

とおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人

信用情報機関の加盟会員により、乙の支払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。

３．加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及

び登録期間は下記のとおりです。

◆㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）（割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用

情報機関）

〒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ﾋﾞﾙ15階

℡ 0570-666-414 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.cic.co.jp/

登録情報：氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番

号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品

名及びその数量／回数／期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、

割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報

登録期間 ：①本契約に係る申込みをした事実は丙が㈱シー・アイ・シーに照会

した日から６ヶ月間②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終

了後５年以内③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後５年

以内

※㈱シー・アイ・シー（ＣＩＣ）の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上

記の同社のホームページをご覧ください。

４．提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。

◆㈱日本信用情報機構(ＪＩＣＣ)

〒101-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館

℡ 0570-055-955 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.jicc.co.jp/

※㈱日本信用情報機構(ＪＩＣＣ)は貸金業法に基づく指定信用情報機関です。

◆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 ℡ 03-3214-5020

℡ 0120-540-558 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

※全国銀行個人信用情報センターは主に金融機関とその関係会社を会員とする

個人信用情報機関です。

第５条（本同意条項に不同意の場合）

丙は、乙が各取引のお申込みに必要な記載事項（各取引の申込書で乙が記載す

べき事項）の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できな

い場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第3条

1項(1)(2)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。

第６条（問い合わせ窓口）

丙の保有する乙の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、

第3条第2項の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、

下記の丙問い合わせ先までお願いします。

株式会社クレディセゾン 家賃保証サポートデスク

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7

TEL 0120-333-919

第７条（各取引の契約が不成立の場合）

１．各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当

該各取引が不成立となった事実、及び第1条第1項の同意に基づき丙が取得した

本件個人情報を丙は、以下の目的で利用しますが、それ以外に利用しません。

（１）乙との各取引（新たなお申込みを含む。）に関して、丙が与信目的です

る利用

（２）第4条第2項に基づく加盟個人信用情報機関への登録

２．各取引が終了した場合であっても、第1条第1項に基づき丙が取得した個人

情報は、前項（１）に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、当社所定の

期間保有し、利用します。

３．第1項（２）は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会

員により、乙の支払能力に関する調査のために利用されます。

第８条（合意管轄裁判所）

乙と丙の間で本件個人情報について、訴訟の必要が生じた場合、訴訟額の多少

にかかわらず、乙の住所地及び丙の本社、支社を管轄する簡易裁判所または地

方裁判所を第１審の合意管轄裁判所とします。

第９条（条項の変更）

本同意条項は丙所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理者

丙は、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任

者（コンプライアンス担当役員）を設置しております。


