
の皆様への皆様へ

%

敷金の預託は不要となります。ただし、貸主が
必須条件としている場合は対象外となります。敷金

貸主による保険の付保があり、ご入居者様に保険加入義務が
ありません。『リビング補償制度付』物件に限ります。保険加入

連帯保証人や連帯保証代行会社との契約が不要です。
『連帯保証不要制度』対象物件に限ります。保証人

群馬県学校生活協同組合様専用ページ

24,000

大和リビング株式会社が貸主または貸主代理の物件に限ります。
上記以外は仲介手数料を とさせていただきます。20％割引
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人）

～ 円／月 　（共益費　込み・別途）　（駐車場料　込み・別途）

希望間取り （　　　　）K・DK・LDK～（　　　　）K・DK・LDK 面積 　　　　　　　　　　　　　　　　㎡～

希 望 建 物 条 件 アパート マンション テラス 戸建 その他（　　　　　　　　　　　　　　）

線 駅～ 駅 徒歩

線 駅～ 駅 徒歩

日

案内（内見）希望日 第１希望 月 日 第２希望 年 月 日

（フリガナ） 携 帯

氏    名 性別・年齢 男　　・　　女　　　年齢（　　　　　）歳

ご入居予定者様

会社名 ＴＥＬ

現 部 署 名 ＦＡＸ

e-mail

資料送付先 資料送付方法

住所 〒

自宅 ・ 勤務先 ・ その他（　　　　　） ＦＡＸ ・ ｅ-ｍａｉｌ ・ 郵送　

年

希望条件

入 居 希 望 日 第１希望 年 月 日 第２希望 年 月

新勤務地：拠点名 最寄駅

新勤務地：住所

新勤務地：通勤時間 新勤務地から（ 電車 ・ バス ・ 車 ・ 自転車 ・ 徒歩 ）で 　　分以内

分

希望沿線

希望沿線

希 望 地 域 分

希望エリア

入 居 形 態

希 望 賃 料

単身（独身） 家族 人 （大人 人 ・　子供

新築　・　（　　　　）年以内　・こだわらない築年数

駐車場（バイク）希望 無　・　有　（　　　　台） ／　車種：

ペット飼育 無　・　有　（　　　　頭） ／　種類：

希 望 設 備 　オートロック　　Ｂ／Ｔ別　　追焚き　　エアコン付　　EV　　宅配ボックス　　2Ｆ以上　　家具/家電付　

その他、

ご希望など

（近隣環境・施設等）

いただいたご相談内容に基づき，担当者よりご連絡させていただきます。
利用目的：大和エステート㈱はプライバシーポリシーに基づき，お客様の個人情報をお取り扱いいたします。
（https://www.daiwaestate.jp/privacy/)

群馬県学校生活協同組合組合員様専用 物件紹介依頼受付カード
大和エステート㈱法人営業課（FAX：03-5214-2351）へご返信ください

ご記入日： 年 月 日
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		提携法人名 テイケイ ホウジン メイ
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		連絡先 レンラクサキ		電話番号 デンワ バンゴウ

				携帯電話 ケイタイ デンワ

				e-mail

		入居予定者様　（　　本人　　　・　　ご親族（下記ご記入ください）） ニュウキョ ヨテイシャサマ ホンニン シンゾク カキ キニュウ

		フリガナ

		名前 ナマエ

		住所 ジュウショ		〒　　-

		連絡先 レンラクサキ		電話番号 デンワ バンゴウ

				携帯電話 ケイタイ デンワ

				e-mail

		ご希望の連絡方法 キボウ レンラク ホウホウ

		自宅　　・　　携帯　　・　　メール　　・　　その他（　　　　　　　　） ジタク ケイタイ タ
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		予算 ヨサン

		種別 シュベツ		マンション　　・　　戸　建　　・　　土　地　　　　　　 ト ケン ツチ チ
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		ご売却 バイキャク

		所在地 ショザイチ

		名称 メイショウ

		種別 シュベツ		マンション　　・　　戸　建　　・　　土　地　　　　　　 ト ケン ツチ チ

		広さ（土地） ヒロ トチ

		広さ（建物） ヒロ タテモノ

		築年数 チク ネンスウ





Sheet2

		ご依頼者様（社員様） イライシャ



		会社名																																																														ＴＥＬ



		フリガナ																																																														ＦＡＸ



		氏    名																																																														携帯 ケイタイ



		e-mail



		住所 ジュウショ																〒



		ご相談者様（ ※ご依頼者様と異なる際にご記入ください。） ソウダンシャ サマ イライシャ サマ コト サイ キニュウ



		（フリガナ）																																																														ＴＥＬ／携帯 ケイタイ



		氏    名																																																														ご依頼者との続柄 イライシャ ゾクガラ



		e-mail



		住所 ジュウショ																〒



		ご希望の連絡方法・時間帯 キボウ レンラク ホウホウ ジカンタイ



		連絡方法 レンラク ホウホウ																自宅 ・ 携帯 ・ メール ・その他（　　　　　） ジタク ケイタイ タ																																														時間帯 ジカンタイ														いつでも ・　　　曜日　　　時～　　　時頃 ヨウビ ジ ジ ゴロ





		ご相談内容 ソウダン ナイヨウ																				賃貸　　・　　購入　　・　　売却　　・　　その他（　　　　　　　　　　　） チンタイ コウニュウ バイキャク タ



		賃貸の方 チンタイ カタ																				希望沿線 キボウ エンセン														　　　　　　　　　　線　　　　　　　　　　駅～　　　　　　　　　　駅 セン エキ エキ																																																																徒歩　　　　　　分 トホ フン



																						希望エリア キボウ



																						希望賃料 キボウ チンリョウ														　　　　　　　～　　　　　　　円／月　（共益費　込み・別途）　（駐車場料　込み・別途） エン ツキ キョウエキヒ コ ベット チュウシャジョウ リョウ コ ベット



																						間取り マド														（　　）K・DK・LDK～（　　）K・DK・LDK																																								面積 メンセキ												　　㎡～　



																						入居時期 ニュウキョ ジキ														月頃　 ガツ ゴロ																																								駐車場 チュウシャジョウ												【希望】　無　・有　（　　　　台） キボウ ナシ アリ ダイ



																						その他ご希望 タ キボウ



		ご購入の方 コウニュウ カタ																				希望沿線 キボウ エンセン														　　　　　　　　　　線　　　　　　　　　　駅～　　　　　　　　　　駅 セン エキ エキ																																																																徒歩　　　　　　分 トホ フン



																						希望エリア キボウ



																						希望種別 キボウ シュベツ														マンション　　・　　戸建　　・　　土地 コダテ トチ



																						間取り マド														（　　）K・DK・LDK～（　　）K・DK・LDK																																								予算 ヨサン												万円位　 マンエン クライ



																						入居時期 ニュウキョ ジキ														月頃　 ガツ ゴロ																																								駐車場 チュウシャジョウ												【希望】　無　・有　（　　　　台） キボウ ナシ アリ ダイ



																						その他ご希望 タ キボウ



		ご売却の方 バイキャク カタ																				所在地 ショザイチ														〒



																						建物名称 タテモノ メイショウ



																						種別 シュベツ														マンション　　・　　戸建　　・　　土地 コダテ トチ



																						広さ（土地） ヒロ トチ																																																						希望価格 キボウ カカク												万円位　 マンエン クライ



																						広さ（建物） ヒロ タテモノ																																																						建築年 ケンチク ネン



																						売却希望時期 バイキャク キボウ ジキ																																																						間取り マド												（　　　）　K　・　DK　・　LDK
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		ご入居予定者様 サマ



		会社名																																																														ＴＥＬ



		現 部 署 名																																																														ＦＡＸ



		（フリガナ）																																																														携 帯



		氏    名																																																														性別・年齢 セイベツ ネンレイ														男　　・　　女　　　年齢（　　　　　）歳 オトコ オンナ ネンレイ サイ



		住所 ジュウショ																〒



		e-mail



		資料送付先 シリョウ ソウフ サキ																自宅 ジタク										・				勤務先 キンムサキ										・				その他（　　　　　） ソノタ																		資料送付方法 シリョウ ソウフ ホウホウ														ＦＡＸ										・						ｅ-ｍａｉｌ										・						郵送　



		希望条件



		入 居 希 望 日																		第１希望																						年 ネン										月 ツキ												日 ヒ						第２希望																						年 ネン										月 ツキ												日 ヒ



		案内（内見）希望日																		第１希望																						年 ネン										月 ツキ												日 ヒ						第２希望																						年 ネン										月 ツキ												日 ヒ



		新勤務地：拠点名																																																																				最寄駅



		新勤務地：住所 ジュウショ



		新勤務地：通勤時間 シン キンムチ ツウキン ジカン																		新勤務地から（ 電車 ・ バス ・ 車 ・ 自転車 ・ 徒歩 ）で シン キンムチ クルマ ジテンシャ トホ																																																														　　分以内 フン イナイ



		希 望 地 域																		希望沿線 キボウ エンセン																																線 セン																		駅～ エキ																								駅 エキ						徒歩 トホ														分 フン



																				希望沿線 キボウ エンセン																																線 セン																		駅～ エキ																								駅 エキ						徒歩 トホ														分 フン



																				希望エリア キボウ



		入 居 形 態																		単身（独身） タンシン ドクシン																								家族 カゾク																				人 ニン								（大人 オトナ																人 ニン								・　子供 コドモ																人） ニン



		希 望 賃 料																		～																																				円／月 　（共益費　込み・別途）　（駐車場料　込み・別途）



		希望間取り キボウ マド																		（　　　　）K・DK・LDK～（　　　　）K・DK・LDK																																																		面積 メンセキ												　　　　　　　　　　　　　　　　㎡～



		希 望 建 物 条 件 ジョウ ケン																		アパート												マンション												テラス												戸建 コダテ												その他（　　　　　　　　　　　　　　） ソノタ





		築年数 チク ネンスウ																		新築　・　（　　　　）年以内　・こだわらない シンチク ネン イナイ



		駐車場（バイク）希望																		無　・　有　（　　　　台） ナシ アリ ダイ																																																		／　車種： シャシュ



		ペット飼育 シイク																		無　・　有　（　　　　頭） ナシ アリ トウ																																																		／　種類： シュルイ



		希 望 設 備 セツ ソナエ																		　オートロック　　Ｂ／Ｔ別　　追焚き　　エアコン付　　EV　　宅配ボックス　　2Ｆ以上　　家具/家電付　 オ タ タクハイ



		その他、
ご希望など
（近隣環境・施設等） キンリン カンキョウ シセツ ナド
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