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この度は、エルズサポート賃貸保証サービスへのご切替にご協力頂きまして誠にありがとうございます。 

商品やその他ご不明な点がございましたら、ご連絡下さいますようお願い致します。 

1．はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.３ 

   ご協力のお願い 

   ■エルズサポート㈱との業務委託契約 
   ■保証委託契約及び保証契約の締結について 

   ■お客様へのご案内について 

 

２．切替商品概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.４ 

   ■対象商品（旧商品） 

   ■切替の料金体系 

   ■保証の範囲 

 

３．保証委託契約締結スケジュール及び詳細について ・・・ Ｐ.５ 

   ■切替のタイミング 

   ■契約更新対象者様との契約 

   ■初回保証料の代理受領 

   ■切替依頼リスト 

 

４．保証委託契約書 記入例 ・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.６ 

   ■保証委託契約書の記入方法及び注意点 

    

５．ご契約時必要書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.７ 

   ■口座振替依頼書記入方法など 

 

６．ご契約後の郵送書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.８ 

       

７．初回保証料の精算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.９ 

 

８．その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ.１０ 

   ■お問合せ先         

２ 
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はじめに 

 既契約者様の保証委託契約及び保証契約については、賃貸借契約更新時期に合

わせて、事業統合先であるエルズサポート㈱の保証商品【PASS】へ切替えを行

い、賃貸借契約更新以降は保証商品【PASS】にて引き続き保証を継続させてい

ただきます。 

 詳細はP.4にてご確認下さい。 

※ホームネット㈱の保証商品の更新は出来かねますのでご注意ください。 

◆エルズサポート㈱との業務委託契約 

貴社とエルズサポート㈱間において『業務委託契約』の締結が必要となります。

エルズサポート株式会社との取引内容をご確認いただき、 

ご理解ご納得の上、取引の基本となる契約を締結いただきます。 

◆保証委託契約及び保証契約の締結について 

ご協力のお願い 

 この度、平成25年10月1日をもって「ホームネット株式会社」の

賃貸保証事業部門（一部）を当ホームネットグループ会社である、

「エルズサポート株式会社」は事業を統合いたします。 

 今後の賃貸借契約更新時などに別紙ご案内しております通り、保証

プラン変更のお手続きをお願い申し上げます。皆様にはご面倒をおか

けいたしますが、何卒、ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 7月上旬に賃借人様に対し、「お知らせ」を発送いたしますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 また、切替時に改めて貴社より改めてご通知をお願いいたします。通知文も弊

社ホームページより、各商品毎に準備しておりますので、ご活用下さい。 

◆お客様へのご案内について 



  居住用物件 

切替商品概要 

■更新時の費用   

年間保証料 10,000円 1年毎 請求方法 当社より直接請求 

保証の範囲                           

●賃料等（２４ヶ月）：家賃･共益費･駐車場代･変動費の実費を含みます 

●明渡訴訟費用   ：弁護士費用･裁判費用を含みます         

●残置物            ：撤去･保管･処分の費用を含みます             

■滞納発生時の保証 

■代理店手数料  

手数料率 初回保証料の１０％ 精算方法 初回保証料請求時に相殺 
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≪ご注意≫ 

※変動費は上下水道料金・ガス料金のみ対象となります。 

※駐車場・駐輪場代等については同敷地・同賃貸人の場合のみ保証対象 

 となります。 

旧商品（ホームネット商品）                       

商品名： 

● LINKファイブ      

● WEB家賃くん 

● スーパーあんしん家賃くん  更新保証料：20,000円 2年毎 

● 学生ＷＥＢ家賃くん 

● パーフェクトサポート 

■切替対象商品 

■切替時の費用 

初回保証料 10,000円 請求方法 貴社にて代理受領 



5 

切替時に発生する切替初回保証委託料（切替専用）は、貴社にて代理受領をお願
いいたします。 ※初回保証委託料は、 P.4をご参照下さい。 
契約書到着後、弊社から貴社へご請求します。 
※初回保証料の精算方法は、P.9をご参照下さい。 

保証委託契約締結スケジュール及び詳細について 

契約更新対象者様との契約 

切替対象者に対しては、 
 エルズサポート賃貸保証【PASS】専用の保証委託契約締結いただくことを条
件に保証を継続してお引き受けいたします。 
 集金代行をご希望の場合は、『口座振替依頼書』を合わせて取得いただく必要
がございます。※毎月の引落手数料は無料です。 
【保証委託契約書 兼 保証契約書】は必要部数をご請求下さい。 

初回保証料の代理受領 

切替依頼リスト 

切替のタイミング（2013年10月～） 

切替対象者については、 
賃貸借契約更新時(ホームネット㈱保証委託契約満了時)にご切替いただきます。 
切替対象者のお知らせは、下記『切替対象者リスト』にて3ヶ月前からお知らせ
いたします。 

ホームネット㈱保証委託契約満了3ヶ月前から、 
下記書類にて対象者・時期・保証料の確認をお願いいたします。 

≪切替依頼リスト≫ 【切替依頼リスト】 

※切替対象者のお知らせは、下記『切替対象者リスト』 
 にて3ヶ月前からお知らせいたします。 

※毎月月初めにご通知いたします。 

※対象者とエルザサポート保証委託契約書を再締結の 

 うえご提出いただいた翌月初に、エルズサポート㈱ 

 より請求書を発行いたしますので、「切替時保証料」 

 を御社にてご契約者様より受領願います。 

（なお、書類完備の上「切替時保証料」のご入金確認が 

 できたものが、正式に保証継続手続完了となります。） 

※満了日を超過し２ヶ月経過しても保証委託契約書の 

 ご提出がない場合は「失効」扱いとさせていただきます。 

※退去もしくは保証解約の場合、個別に「解約届」 

 を作成の上FAX送信をお願いします。 



【賃借人（乙）】 

署名：自筆署名 

印鑑：必須（認印可） 

【初回保証委託料】 

切替依頼リストを確認の上、必ずご記入下さい。 

【保証委託料】 

一括に○していただき、 

切替依頼リストを確認の上、必ずご記入下さい 

【不動産会社様】 

賃貸人様署名欄を代筆される場合のみ、 

賃貸人様に代わる不動産会社様にて、 

ご記入ください 

署名：代理店様情報をご記入ください。 

印鑑：必須（認印可） 

[賃貸人（甲）】 

記入：賃貸人様情報をご記入ください。 

印鑑：捺印（認印可） 

※代筆の場合は2枚目のみ捺印 

保証委託契約書の記入方法及び注意点 

預かり賃料記載を元に引落・立替を開始しますが 

引落開始まで（前家賃）は代理店にて徴収をお願 

い致します。 

※緊急連絡先情報は、保証委託契約書 

 への記入は不要です。 

※記入・押印漏れのあった場合は、 

 代理店にご返送致します。 

【印紙】 

収入印紙は、 

30,000円未満なので、不要となります。 

【領収証】 

保証番号通知書をご参照の上、初回保証料、 

年間保証料、領収日、領収金額をご記入下さい 

【保証委託契約書】訂正方法 

  保証委託契約書の記入を間違えてしまった場合は、該当の箇所を二重線を引き 

  訂正印をお願い致します。また余白部分に正しい内容をご記入下さい 

  尚、訂正箇所が多い場合は出来る限り新しい契約書をご利用下さい 

 

   （例）  東京都新宿区  ⇒ 東京都渋谷区  
印 

  保証委託契約書記入例       個人・法人兼用でご利用頂けます 

契約書の記入・押印漏れが無いようご注意下さい 

【代理店No.】 

代理店名・住所・電話・ＦＡＸ・担当者名を 

必ずご記入下さい。 
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【連帯保証人】 

未記入のままでお願いします。 

集金代行利用時は、 

レ点チェックし、250円ご記入ください。 

別途、口座振替用紙が必要となります。 



保証委託契約書（３枚目） 

口座振替依頼書記入方法など 

  口座振替依頼書 

  立替送金口座（賃貸人への送金の場合） 

①黒ボールペンでご記入下さい 

エルズサポートの集金代行利用時は 

口座振替依頼書が必要となります 

ご記入時注意点 

 ②        部分は必須項目です 

  もれなく記載下さい      

③修正液・修正テープは使えません 

④お届け印の間違いにご注意下さい 

※口座振替依頼書は金融機関提出書類の為 

 等倍コピーをしてご利用下さい。 

集金代行利用時は下記の書類が必要となります 

⑤フリガナの記入漏れにご注意下さい 

【立替送金口座】 

賃貸人へ送金する場合には送金先口座をご記入下さい。 

記入の無い場合には代理店登録口座への送金となります。 

※代理店登録口座：業務委託契約時に指定頂いたもの。 

※送金先に「ゆうちょ銀行」の指定は出来ません。 
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⑥法人の場合、代表格・代表者の 

 記入漏れにご注意ください 



立替型 
①保証委託契約書 

（３枚目保証会社控） 
②個人情報取扱に 

関する条項の同意書 
③口座振替依頼書 

滞納報告 ○ ○ ― 

集金代行 ○ ○ ○ 

       返信用封筒にて 

 

     エルズサポート株式会社 

 

※連帯保証人がいる場合は、印鑑証明書も同封して下さい。 

※賃貸人送金の場合は保証委託契約書（３枚目）にご記載下さい。（P.８参照） 

 ◇契約書郵送について 
※毎月末日までに当社所定の返信用封筒（切手不要）にて当社までお送り下さい。 

※特定記録郵便は郵便局窓口にてお手続き下さい。 

※集金代行型ご利用の場合、毎月20日までに保証委託契約書が届いた場合は翌月27日から引落しが開始されます。 

 2１日以降に到着した場合には、翌々月27日からの引落し開始となりますので、ご注意下さい。 

※保証委託契約書が当社に到着していない、または書類に不備がある場合は、保証が開始されませんのでご注意下さい。 

  ご郵送いただくもの 
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ご契約後の郵送書類 
不備・不足書類にご注意下さい 



初回保証料の精算 

保証委託契約書原本の到着を確認の上、代理店が受領した保証料の請求を行います。 

① 毎月末日着で保証委託契約書原本を郵送して下さい。 

   ※集金代行を利用する場合は、20日着で郵送してください。不備が無ければ翌月27日 

  （但し金融機関休業日の場合は翌営業日）に引落しとなります。 

② 翌月初に請求書を発行致します。 

③ 翌月15日までに当社指定口座へお振込み下さい。 

末 

日 

５ 

日 

１ 

５ 

日 

保証契約書郵送期間 

末 

日 

  初回保証料のご精算について 

受領済みの初回保証料の振込スケジュール 
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【保証開始について】 

保証委託契約書の到着及び代理店にて初回保

証料を預かっておらず、当社へ初回保証料の

支払いが無い場合は保証が開始されません。 

※契約毎に発送をお願い致します。 

 

【保証料等のご請求について】 

初回保証料より代理店手数料・領収印紙代を

差し引いた金額をご請求致します。 



エルズサポートお問合せ先 

ご不明な点がございましたら、各担当部署までご連絡をお願い致します。 

 
 

●審査室            ０１２０－９５７－４９０ 

定休 

審査時間 

ＴＥＬ 

審査室  03-6233-6278 専用ＦＡＸ 

 
 

●ｶｽﾀﾏｰ      ０３－６２３３－６２８０   

   ｻｰﾋﾞｽ部     ９：００～１８：００（平日） 

      土日・祝日・年末年始       定休 

営業時間 

ＴＥＬ 

 
 

●営業部      ０３－６２３３－６２６０   

      ９：００～１８：００（平日） 

●業務部      土日・祝日・年末年始       定休 

営業時間 

ＴＥＬ 

※審査についてのお問合せ窓口です。 

※滞納状況の確認、滞納中の入金及び退去等についてのお問合せ窓口です。 

※商品やサービスについてのお問合せ窓口です。 

  連絡先一覧 

年末年始    

９：００～１９：００          

専用ＦＡＸ    以下他部署  03-6233-6275 

※保証料請求・保証契約書・口座振替・賃料変更・退去通知等についてのお問い合わせ窓口です。 
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