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以上、ご不明な点につきましてはご連絡ください。宜しくお願い申し上げます。

　・入会費3,300円（税込）

　・月会費2,500円（税込）

③抗菌施工代：9,500円（税込）

＜必要書類＞

契約者　：　入居全員の在留カード・入居者全員のパスポート・給与明細・学生証

※連帯保証人は原則必要ありません。場合によっては、別途書類が必要です。

申込者及び緊急連絡先に意思確認の連絡を必ず行いますので、

事前に承諾を得ておいて下さい。

審査承認が下りましたら、明細書をFAXした後、契約書類は郵送します。

②ほっと安心Club24（加入必須）※入居者保険 ＋ 緊急駆け付け ＋ Cluboff（優待サービス）

この度は、当社管理物件のお申込をいただきありがとうございます。

下記、送付書類②⑤⑥をご記入の上、専用の送付状で

【入居者全員の在留カード】【入居者全員のパスポート】【学生の場合は学生証】と一緒に

お送りください。

＜送付書類＞

①TN21チョイスプラン 申込の際のご注意　②保証委託申込書　③申込書記入例

④個人情報に関する条項　⑤確認書　⑥通信回線案内票　⑦申込書専用送付状

＜初期費用＞　

①保証会社：GTN（加入必須）

　・初回保証料100％（最低保証料40,000円）　※口座振替

　・定期払保証委託料　月額1,500円（賃料と同時に引落）

FAX送信のご案内
送信先 仲介業者　各位 発信元 リースビル管理株式会社

電話番号 06-6997-0008

メールアドレス lease@yanagi.ne.jp Ｆ  Ａ  Ｘ 06-6997-0888

要　　件 申込書【GTN_個人居住用】 送付枚数 8枚（送付状含む）

初回保証料には、月会費を含みますので、

合算してください。
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TRUST NET 21申込の際のご注意 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

① 在留カードのコピー（裏・表） ※拡大コピーのご協力をお願い致します。      

■入国前の場合はパスポート（顔写真ページ）のコピーまたは在留資格認定証明書のコピーの提出で対応可能です。  

■複数入居の場合は入居者全員の在留カードが必要です。        

■法人名義での申込の場合は代表者の在留カードも必要です。       

②  以下の該当書類    

    

在学中

入学前

在職中

入社前

事業計画書＆通帳コピー（名義ページ+最新の残高ページ）

登記簿謄本（3ヶ月以内に発行のもの）及び
決算書または通帳コピー（名義ページ+最新の残高ページ）

法人
名義

居住用

事業用

学生証

入学許可書または合格通知書

健康保険証または給与明細3か月分

内定通知書または雇用契約書

通帳コピー（名義ページ＆最新残高ページ）

個人
名義

居住用

学生

就労者

未就労者（転職中含む）

事業用

 

③家族緊急連絡先       

■学生の場合はご両親に限ります。       

④国内緊急連絡先       

■国籍・日本語能力問いません。       

⑤パスポート（顔写真ページ）のコピー ※ご契約時       

  

 

株式会社グローバルトラストネットワークス   

申込手続きの流れ 
お申込に際しましては、以下の手続きの流れについて一度ご確認ください。「書類の不備」や「電話がつながら

ない」などがありますと、審査を進めることができませんのでご注意ください。 

 

本紙 1枚目申込書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えてご提出ください。 ①  申込書のご記入 

②     審査 

③  結果通知・ご契約 

TRUST NET 21のお申込者様へ 

① 書類審査 --- ご提出いただいた書類をもとに、グローバルトラストネットワークスにて行います。 

② 電話審査 --- お申込者様ご本人・同居者様・ご家族・ご友人・勤務先に一両日中にご連絡いたし

ます。グローバルトラストネットワークスからお電話があることをあらかじめお知らせください。 

審査結果はお申込の不動産会社様にお知らせいたします。審査の結果が「承認」の場合、不動産会社

様を通じて契約手続きについてご案内いたします。 

必要書類 
※ご事情により提出が難しい場合はご相談ください。 



TN21 チョイス 100% 基本＋選べる保証 1,500円

チョイスプラン以外で変動費が発生する場合は、

その他費用

欄に上限値をご記載ください。



保証委託申込書 （記入例）

申
込
者
様
記
入
欄

代
理
店
様
記
入
欄

仲
介
会
社
様
記
入
欄

申込者本人にお電話をして、申込内容の確認、
家族緊急連絡先、国内緊急連絡先へご連絡することをご案内します

国内の緊急連絡先をご記入ください
※日本語能力・国籍は不問です

☑

審査途中の不備のご案内、審査結果・通知の送付先につきまして
管理会社様・仲介会社様のいずれかにチェックしてください。

保証プランをご選択ください

Global John 1234080 1234
✓

USA John_global@abc.co.jp

東京 港 港南1-2-3

✓

Global  Sala

203, Pennsylvania, Avenue NW Washington, DC
申込者のご家族のご連絡先をご記入ください
※海外住所も記載可能

金 華

東京

✓ ✓

✓ ✓
江東

GTNマンション 102 ✓

東京 中央 勝どき 1-2✓ ✓

5,000 15,00095,000

John_global
✓

1 1 5 ,0 0 0

ABC管理株式会社 株式会社GTN 新大久保
✓

東京都豊島区池袋1-1-1
03-1111-2222
03-2222-3333

東京都新宿区大久保1-1-1
03-5555-6666
03-7777-8888佐藤 ジョン

012 0 21 2221

☑



確認書 

 

①申込者及び緊急連絡先に意思確認の連絡を行いますので、事前に承諾を得ておいてくだ

さい。 

②申込には所定の審査があります。お申込の内容によりご希望にそいかねる場合がござい

ます。また、審査合否の理由はお答えできません。予めご了承ください。 

③本申込書に事実と異なる内容を記入していた場合、また、必要書類が揃わない場合はご

入居（ご契約）できません。 

④お申込に際し、インターネット使用の有無に関わらず、通信回線調査案内票が必要です。

また、通信回線を必要とする場合は、設備管理上の観点から、当社指定のコールセンターよ

りご連絡をさせていただくことをご了承ください。 

⑤本書に記載された個人情報は、入居審査及び入居管理の目的の為に、賃貸人・管理会

社・保証会社にて使用致します。 

 

※上記記載の注意事項を同意の上、申込します。 

 

 

申込者                          ㊞ 

 

 

 

 

 

※仲介業者担当者様 

 

私は、上記申込人に対する不動産賃貸借の仲介にあたり、Chubb 損害保険株式会社及び

Chubb 少額短期保険株式会社の入居者補償制度のご案内が在中する専用封筒及び意向把

握・確認の取り扱いにおいて、それぞれの「ご注意」の欄に記載された事項に留意し、賃借人

に対して保険の説明や意向の確認等は行いません。また意向把握・確認書に貼付のシール

をはがしたり、シールを貼っていない同書面を加入者から受領しません。 

 

※仲介担当者ご署名 

 

 

ご署名                          ㊞ 

GTN申込用【審査時必須書類】 



株式会社グローバルトラストネットワークス  
個人情報の収集・利用・提供等に関する条項 

 
保証委託契約（以下、「本契約」という）の申込者（契約者も含む。以下「申込者」という）及び緊急連絡先予定者（緊急連絡先を含む。以下「緊急

連絡先」という）は、当社が、本条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意いたします。 

 

第1 条（個人情報） 
1. 個人情報とは、下記①から③に記載されている情報のことをいい
ます。  
①当社所定の保証委託申込書（以下「申込書」）に記載された氏名、
年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、本籍地、勤務先名称・住
所・電話番号、勤続年数、月収、家族構成等の「属性情報」（本契約
締結後に当社が 通知を受ける等して知り得た変更情報を含む。）  
②本契約に関する申込書、保証契約日、賃貸借申込物件詳細等の
「契約情報」  
③本契約に関する契約締結後の賃料支払状況等の「取引情報」（本
契約締結後に通知を受ける等して知り得た変更情報を含む。） 
なお、申込者による当社への個人情報の提供は任意ですが、明示し
た必要事項が当社に提供されない場合は、本契約に関する手続きを
おこなえない場合があります。 
第2 条（利用目的） 
1. 当社は、本契約の申込者に関する情報は以下の利用目的の範囲
内で個人情報を収集・利用します。 
①「保証委託申込」に関する与信判断のため  
②「保証委託契約」の履行、アフターサービスの実施のため  
③保証契約の履行に係る債権の求償または事前求償のため 
④お客様にとって有用と思われる当社のサービスの紹介、提供のた
め 
⑤その他上記業務に付随する業務を遂行するため 
なお、当該個人情報は開示対象個人情報として、当社に対して利用
目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消
去および第三者への提供の停止の請求をおこなうことができます。 
第3 条（センシティブ情報） 
申込者及び緊急連絡先は、当社が本契約を締結しようとする者が申
込者及び緊急連絡先本人であることに相違ないかを確認するため、
本籍地等の情報を含む運転免許証・パスポート等の個人を証明する
書類の提出をすることを同意します。 
第4 条（個人情報の第三者への提供の同意） 
1. 当社は、収集した個人情報を次に掲げる場合を除くほか、あらか
じめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはありません。 
(1)法令に基づく場合 
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっ
て、本人の同意を得ることが困難であるとき 
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令
に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であ
って、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす
おそれがあるとき 
2. 申込者及び緊急連絡先は、以下の定めに従い、当社が個人情報
を第三者と相互に利用することに同意します。 
＜利用目的＞ 
①賃貸借契約の更新・管理 
②本契約の履行・管理 
③本契約の対象となる賃貸物件が証券化等されている場合には、当
該証券化業務の遂行のため ④その他上記目的に付随する業務を
遂行するため 
＜提供先＞ 
賃貸物件の所有者（信託銀行など）、新賃貸人（特別目的会社）、管
理会社（プロパティマネージャー）、資産運用会社（アセットマネージャ
ー）、収納代行会社、当社のグループ会社の提携先 
＜提供される情報＞ 
第1 条に定める個人情報 
第5 条（委託） 
当社、第2 条に定める利用目的の達成に必要な範囲内において個
人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合があります。その
場合、当社は、個人情報が安全に管理されるよう、委託先に対する
必要かつ適切な監督を行います。 

第6 条（個人情報の保護対策） 
1. 当社は、個人情報の保護のため、従業員に対し定期的に教育を
行い、個人情報の取り扱いを厳重に管理します。 
2. 当社の保有するデータベースシステムについても、アクセスの制
限・管理を行うなど必要なセキュリティ対策を講じます。 
3. 申込者及び緊急連絡先同意に基づき、個人情報を第三者に提供
する場合には、個人情報の漏洩等がないよう、必要かつ適切な監督
を行います。 
第7 条（個人情報の開示・訂正・削除等） 
1. 申込者及び緊急連絡先は、当社に収集されている自己に関する
個人情報について、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加また
は削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止の請求を
することができます。お問い合わせは下記の「お客様個人情報係」が
担当窓口となります。 
2. 当社が保有する個人情報が不正確または誤りであることが判明し
た場合には、当社はすみやかに最新の情報へ訂正または削除いた
します。 
3. 当社は、利用目的の制限を越えて個人情報を利用している場合、
不法に個人情報を取得されたものである場合又は不法に第三者に
個人情報を提供した場合には、申込者又は緊急連絡先の求めに応
じて当該個人情報の利用もしくは第三者への提供（以下「利用停止
等」という）を停止します。ただし、利用停止等を行うことが困難な場
合であって本人の権利利益を保護するため必要な代替措置を講じた
場合はその限りではありません。 
4. 当社は、申込者及び緊急連絡先と取引終了後（契約に至らなかっ
た場合は審査結果日から）5 年経過後、申込者及び緊急連絡先の
事前の承諾を得ることなく、個人情報を安全かつ完全に消去します。 
第8 条（本条項不同意の場合の処置） 
申込者及び緊急連絡先が、本契約において必要な記事事項（申込
書及び契約書表面で記載すべき事項）の記載を希望しない場合、及
び本条項全部又は一部を承認できない場合には、当社は本契約を
拒否することが出来るものとします。ただし、第2 条④に同意しない
場合は、これを理由に当社が本契約を拒否することはありません。 
第9 条（審査結果の連絡・有効期限） 
申込者及び緊急連絡先は、当社が申込者及び緊急連絡先からの申
込みに基づき、当社が審査した時点の審査結果を管理会社または
仲介会社へ通知することに同意します。なお、審査結果は審査時点
のものであり、契約時点で申込者及び緊急連絡先に著しい情報の変
動や、申込内容の変更等がある場合には、契約できない場合があっ
ても異議を申し立てません。 
第10 条（規約の変更） 
当社は、本条項を変更した場合、変更内容が申込者及び緊急連絡
先に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、申込者及び緊急連
絡先に通知もしくは適切な方法で告知するものとします。 
第11 条（問合せ窓口） 
個人情報についてのお問い合わせは、下記「お客様個人情報係」が
担当窓口となります。 
 
 
（お客様個人情報係） 
個人情報保護管理者：財務総務部 部長 
TEL: 03-6804-6801 
 
 
 
 
 

株式会社グローバルトラストネットワークス 
東京都豊島区東池袋1-21-11オーク池袋ビル２階 

TEL: 03-6804-6801 FAX: 03-6804-6802  



リースビル管理株式会社

FAX06-6997-0888まで返信

当建物の通信回線の引き込み工事は設備管理上の観点から、

当社提携の業者にてお申込窓口を統一しております。

コールセンターより、お客様にご案内の連絡をさせていただきますので

もれなくご記入くださいますよう、宜しくお願いいたします。

□お客様記入欄
フリカナ

お名前 ： 電話番号 ： - -

ご連絡希望日 ： 平日　・　土日祝 ＡＭ　・　ＰＭ 時間指定 ： ～ ：

物件名 ： 部屋番号 ：

物件住所 ：

現在インターネットの利用 有　　・　　無 入居後の利用予定 有　　・　　無

入居予定日 ： 月 日

～個人情報の取り扱いについて～

インターネット回線無料相談及び案内センター

： ／

フリーダイヤル　０１２０-２５１-０３３

FAX返信必須書類

通信回線調査　案内票

／ ／

当社では本申込をいただくにあたり、ご提供いただきましたお客様のお名前・ご住所・連絡先など特定個人を識別できる
情報について、「個人情報保護方針」に従い扱うものとし、適切な管理と保護を行い、主に本申込の目的に利用させてい
ただきます。尚、上記お客様記入欄のご記入をもちまして、当個人情報の扱いについて同意されたものといたします。

：



！　仲介業者様へ　必ず専用の本送付状をご使用下さい。

申込書専用送付状（GTN_個人）
送信先 リースビル管理株式会社 住所

会社名

店舗名

TEL/FAX

担当者

TEL 06-6997-0008

FAX 06-6997-0888

PM担当

≪物件名≫

≪号室≫

≪入居日≫　西暦　　　　年　　　月　　　日　　 ( 　決定 　/　 予定 　/　 未定　 )

※原則、以下の書類が全てFAX到着してからの部屋止めになります。

≪申込時審査書類≫　

　　　□　保証委託申込書

　　　□　確認書

　　　□　通信回線案内票　→　申込時に必ずFAXをください。

　　　□　入居者全員分の在留カード・入居者全員分のパスポート

　　　□　

≪交渉要望事項≫　※書面にてご記入ください。
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