
≪ 入居までの流れ ≫ 

1 物件の内見をしていただきます。 

2 内見後、入居希望の意思が固まりましたら申込の手続きをしていただきます。 

3 申込書が弊社に到着次第、部屋止めをいたします。 

  ※申込書の到着順が優先順位となりますのであらかじめご了承ください。 

  ※ご入居は申込より最長 1 ヵ月でお願い致します。 

  （4 月から入学・入社の場合はご相談ください） 

  ※2 年未満の短期契約はお断りしております。 

◆ 申込み方法 

入居申込書を記入していただき、お申込みに際して必要な書類と併せて当社まで FAX 若しく

はメールにて送信してください。メールの場合は PDF か写真を添付してください。 

FAX 送信先 ：047-467-7333  メール送信先：info@vigor-corp.jp      

※尚、いただきました入居申込書及び必要書類にいては、ご返却しかねますのでご了承くださいませ。 

① 保証会社の審査にて、ご契約者様及び連絡先等へご確認のお電話がある場合がございます。 

② 審査結果がわかりましたらご連絡いたします。 

③ ご入居日が確定いたしましたらご連絡をお願い致します。 

④ ご契約日の 2.3 日前に到着予定で契約書類一式をご郵送いたします。 

⑤ 貴社にて契約の手続きを行い、必要書類・契約金の受け取りを確認し、鍵のお渡しを行って

ください。※鍵はクリーニング後に現地回収となります。難しい場合はご相談ください。 

 ⑥ 弊社にて契約時返送書類一式と入金を確認後 1 週間程で業務委託料をお支払いいたします。 

 

◆ 注意事項 

契約日までに準備していただく書類は別紙の通りです。 

一点でも不備がある場合には、業務委託料のお支払いはできませんのでご了承ください。 

電気・ガス・水道の開栓は土日や祝日などには当日に対応出来ない場合がございます。 

土日や祝日からの使用開始を希望の場合には事前に手配をおこなって下さい。 

 

お問合せは・・・   株式会社 ヴィガーコーポレーション 

〒274-0065 千葉県船橋市高根台 7-11-10 

Tel：047-456-3337 Fax：047-467-7333 

Mail：info@vigor-corp.jp 



≪ 法人契約での契約時必要書類 ≫ 

 
 

     お申込みに際して必要な書類 

□ 賃貸保証委託申込書（日本セーフティー） 

※連帯保証人は代表取締役の方を 

 緊急連絡先はご入居者様のご親族をお願い致します。 

□ 商業登記簿謄本の写し（発行から 3カ月以内）  

 □ インターネットご案内サービス同意書 ※ご署名欄のみ 

※インターネット契約ご案内不要の場合は不要 

□ ミツウロコでんき 申込書 ※ご署名欄・メールアドレス必須 

 

◆契約時 

会社   □会社登記簿謄本（発行から 3カ月以内） ・・・・１部 

□会社印鑑証明書（発行から 3カ月以内） ・・・・１通 

□会社印鑑 （ 実印 ） 

□銀行口座のわかるもの（ 会社名義 ） 

□銀行のお届け印 

 

連帯保証人 □印鑑証明書（発行から 3カ月以内） ・・・１通 

□印鑑 （ 実印 ） 

 

入居者     □身分証明書コピー ・・・・・・・・・・・・・１通 

□住民票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通 

 

◆駐車場使用の場合 

□車検証のコピー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通 

  



《条件確認書》

お申込みいただき有難う御座います。
本書をご記入いただき、入居申込書と併せてご返送ください。
注意事項などよくご確認いただいてからご記入いただきますようお願い致します。

株式会社ヴィガーコーポレーション
〒274-0065 千葉県船橋市高根台7-11-10
TEL:047-456-3337 FAX:047-467-7333

店舗名：

担当者名：

住所：〒

TEL： FAX： 携帯TEL

【条件確認】
駐車場 無 ・ 有
（ 台）

ペット 無 ・ 有
（犬・猫・その他 匹）

家電 無・3点・5点
（その他 ）

〈キャンペーン〉
ご利用キャンペーンに✔して下さい

□ポッキリ 万円キャンペーン ※１

□フリーレント ヶ月キャンペーン （ ヶ月分ADに変更）
□キャンペーン利用なし （ ヶ月分ADに変更）※２

※１ 仲介手数料は契約金・キャンペーン減額分に含まれているため、
お客様へ別途仲介手数料の請求はできません。
仲介手数料をお支払いできない代わりとしてAD 1カ月（税込）をお支払い致します。
契約金の入金・契約書類一式到着後、1週間前後でADをお支払い致します。

※２ 生活保護の方の場合、ADに変更は出来かねます。

・緊急連絡先はご契約者様のご親族の方でお願い致します。（友人不可）
・外国籍の方の緊急連絡先は日本人又は永住権のある外国籍の方でお願い致します。
・ミツウロコでんきをお申込みの場合、弊社にてお手続きを行いますので電力会社への連絡は不要です。
・原則、お客様にお渡しする鍵は現地キーボックスから引き上げをお願いしております。
鍵の引き上げ可能時期につきましては、別途ご連絡いたします。

【申込時注意点】

【MEMO】クリーニング・修繕・その他ご要望がございましたらこちらにご記入ください

申込物件名： 号室
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物件をお申込みいただきましたお客様へ

インターネットご案内サービス同意書
インターネットご案内サービスとは

入居後の生活に必要なインターネットを、新しいお住まいに最適な形で各種ご案内いたします。

他にもウォーターサーバー、スマートフォンのオトクなプランもご紹介いたします。

年 月 日

ご署名

年 月 日

〒
都　道

府　県

〒
都　道

府　県

□なるべく早く　□いつでも　□平日午前　□平日午後　□休日午前　□休日午後   □荷電指定 （          月          日）

□ネット無料物件　□オール電化物件　□プロパンガス物件 （連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※ライフライン・ウォーターサーバー・スマートフォン案内不要※

お客様記入欄
入居に関するご案内サービスの実施に際し、お客様の個人情報を当社から、当社の契約先の

事業者へ提供することに同意するものとします。

※個人情報はインターネットおよび関連サービスのご案内にのみ利用します。

新住所

現住所

ＦＡＸ　03-5956-6164　（２４時間受付）

当社（不動産会社）メモ欄

フリガナ 入居予定日

お名前 お電話番号

物件名

連絡希望日時

チェック覧

備考欄

不動産会社名 店舗名 担当者名

物件名

株式会社ヴィガーコーポレーション

株式会社ライフイン24からご案内いたします。

０１２０－３９８－０４２

INTERNET

インターネット

インターネットに関するご相談、

お申込み手続きまで一貫して、

お手伝いいたします

スマートフォン

スマートフォンに関するご相談、

お申込み手続きまで一貫して、

お手伝いいたします

ウォーターサーバー

「美味しさ」「採水地」

「栄養成分」「品質」にこだわりの

ウォーターサーバーのご紹介から

お申込みまでお手伝いいたします



光回線光回線

新生活
応援！

新生活応援サービス
のご案内！
新生活応援サービス
のご案内！

・サーバーレンタル代無料 !
・冷水と熱湯が簡単に出せます！
・赤ちゃんのミルクにも安心です！
・災害対策に！
・送料無料らくらく定期配達！※一部地域は除く

・インテリアとしても楽しめます！

個人情報の取り扱いについて ※入居に関するご案内に関して、お客様の個人情報を当店を通して上記サービス取扱い事業者へ提供することに同意するものとします。　※個人情報は上記サービス取扱い事業者からのご案内に利用致します。

ポイント！ポイント！

各種スマートフォンとのセット割で最大各種スマートフォンとのセット割で最大2,000円割引！2,000円割引！
（税別）3,800円～月額

利用料

　　サクサク安定した

　　通信をご希望なら！
         毎日飲む
お水を天然水に！インターネットインターネット ウォーターサーバーウォーターサーバー

ペットボトルなので
簡単に捨てられます
ペットボトルなので
簡単に捨てられます

ここ
もポイント！ここ
もポイント！

（税別）6,980円～月額
利用料

月額基本料金
を節約！携帯電話携帯電話
月間データ量
使い放題！
10分かけ放題！

iphone端末 or
乗換キャッシュバック
iphone端末 or
乗換キャッシュバック

プレゼント！プレゼント！

or ⇒

SoftBnak光 docomo光au光光回線光回線

格安SIM格安SIM格安SIM格安SIM

応援！
新生活 新生活応援サービス

のご案内！
新生活応援サービス
のご案内！

インターネット窓口 ウォーターサーバー窓口0120-398-042 0120-030-431株式会社ライフイン24から
お電話させて頂きます。
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