
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

入居審査は行いません。提出書類は指定の
入居申込書及び身分証のコピーとなります。入居審査

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

茨城県庁生活協同組合員様専用ページ

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。
70

茨城県庁生活協同組合員

https://www.daiwahouse.co.jp/chintai/?DMZ1DR7y1O



その他、ご希望など

（近隣環境・施設等）

築年数 新築　・　（　　　　）年以内　・　こだわらない

駐車場（バイク）希望 無　・　有　（　　　　台） ／　車種：

ペット飼育 無　・　有　（　　　　頭） ／　種類：

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

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

人 ・　子供 人）

希 望 賃 料 円／月 　（共益費　込み・別途）　（駐車場料　込み・別途）

入 居 形 態 単身（独身） 家族 人 （大人

駅 徒歩 分

希望エリア

希望沿線 線 駅～

駅～ 駅 徒歩 分

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

希 望 地 域

希望沿線 線

日

新勤務地：拠点名 最寄駅

日 第２希望 年 月

月 日

案内（内見）希望日 第１希望 年 月

日 第２希望 年入 居 希 望 日 第１希望 年 月

郵送　

e-mail

送付先住所 〒

希望条件

その他（　　　　　） 資料送付方法 ＦＡＸ ・ ｅ-ｍａｉｌ ・

性別・年齢 男　　・　　女　　　年齢（　　　　　）歳 携 帯

資料送付方法

資料送付先 自宅 ・ 勤務先 ・

ご相談者様（ ※ご依頼者様と異なる際にご記入ください。）

（フリガナ） ＴＥＬ

氏    名 ＦＡＸ

（フリガナ） 携 帯

氏    名 性別・年齢 男　　・　　女　　　年齢（　　　　　）歳

ご依頼者様（社員様）

会社名 ＴＥＬ

現 部 署 名 ＦＡＸ

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/)

茨城県庁生活協同組合員様専用 物件紹介依頼受付
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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				e-mail
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		ご依頼者様（社員様） イライシャ
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		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
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		e-mail
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																						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
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		ご売却の方 バイキャク カタ																				所在地 ショザイチ														〒
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																						種別 シュベツ														マンション　　・　　戸建　　・　　土地 コダテ トチ
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																						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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		ご依頼者様（社員様） イライシャ



		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



		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



		氏    名																																																														ＦＡＸ



		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																																														携 帯



		資料送付方法 シリョウ ソウフ ホウホウ
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		e-mail



		送付先住所 ソウフ サキ ジュウショ																〒
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		希 望 賃 料																																																		円／月 　（共益費　込み・別途）　（駐車場料　込み・別途） コ チュウシャジョウ リョウ コ ベット



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



		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



		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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