
賃貸借契約を解約する際、以下にご留意いただきますようお願い申し上げます。
一度提出された解約日の変更及び解約取消しはできません。

A. 退去届は解約日の「１ヶ月前まで」に到着するように以下の送付先まで①レターパックまたは書留による郵送と②FAXでの両方の手段でお送りください。
※解約予告期間が40日前や2ヶ月以上前に設定されている場合がございますので、賃貸借契約書を十分にご確認ください。

※退去届は書面の到着日をもって効力を発生し、延着の場合は到着日をもって解約日が決定するため希望の解約日とならない場合もございます。解約希望日につき、
国内郵送は消印日、FAXは当社受信日といたします。
※電話での解約通知はお受けしておりません。
※退去届の不着に伴い解約できないリスクは賃借人が負うため、必ず①レターパックまたは書留による郵送と②FAXでの両方の手段でお送りください。
FAX送信後、電話で到着確認を必ず行ってください。

退去届送付先
〒177-0051 東京島練馬区関町北2-29-8
アイエステート株式会社 賃貸管理部 解約担当
TEL 03-5904-8171   FAX 03-5904-8172
B. 家財・火災保険の解約手続きをお願いいたします。
C. 水道・ガス・電話・新聞・インターネットなどの立会日までに解約
の手続きをお願いいたします。
なお、電気は「立会日」まで通電をお願いいたします。
D. 郵便局への転居届、役所へ転出届の手続きをお願いいたします。
E. 粗大ゴミの処分は、清掃事務所へ確認の上で立会日までに適法に行っ
てください。
◆退去月の賃料は、通常通り1ヶ月分満額でお支払いください。

≪退去立会について≫
 1.部屋に荷物が何も無い状態で、鍵の引渡と室内点検を行います。
  ※立会日は、解約日を超えることは出来ませんのでご注意ください。
  ※所要時間30分程度になります。立合いは、土曜日・日曜日・弊社休業日(年末年始・GW・夏季休業・特定日)を除く
       10時から17時までの間は無料です。左記以外の場合、立会日当日に4,000円（税別）を現金でお支払いいただきます。
  ※立会日を変更した場合、立会日当日に3,000円(税別)（税別）を現金でお支払いいただきます。
 2.当日ご用意していただくもの
  ・契約時に渡された部屋の鍵（オートロック・メールボックス、ご自身で複製した鍵を含む）
  ・印鑑（認印可）
  ・転居先がわかる書類（賃貸借契約書、免許証、住⺠票など）
  ・宅配ボックス専用カード（ご利用のお客様のみ）
  ・その他入居時にお貸出しした物品・マニュアルなど

御中御中御中御中

私は、下記の通り賃貸借契約を解約し、賃借中の物件を立会いのうえ確実に明渡すことを通知いたします。

なお、明渡しの遅延が生じた場合、私は理由の如何を問わずこれにより生じた損害を賠償いたします。

号室

号室

第1

第2 口座番号

第3 口座名義
※必ず第1から第3まですべてをご記入ください。ただし、いずれか2つは異なる日付としてください。

通知日 年 月 日

賃借人（借主）

氏名 ㊞

電話

弊
社
使
用
欄

立会希望日時

銀行解約希望日

退　去　届退　去　届退　去　届退　去　届（解約通知書）（解約通知書）（解約通知書）（解約通知書）

アイエステート株式会社アイエステート株式会社アイエステート株式会社アイエステート株式会社

賃貸物件
住所 〒

物件名

    年    月    日

転居先  □賃貸  □実家  □購入 □持家  □社宅  □その他 （      ）

退去の理由 就職(上京) ・ 通勤(時短) ・ 転勤 ・ 進学 ・ 通学(時短) ・ 独立 ・ 結婚 ・ 同棲 ・ 別居 ・ 更新時期 ・ 近隣問題 ・ その他（       ）

転 居 先
※精算書送付先

住所

物件名

    月   日     ㊞
  月  日  時  分  ㊞
    月   日     ㊞

連絡受電日
到着日(F・郵)
連絡日(退去確定)
立会日
退去日

    月   日         ㊞
    月   日         ㊞
    月   日         ㊞
    月   日         ㊞

     年   月   日   時   分

     年   月   日   時   分

     年   月   日   時   分

普通
当座

本店
支店

見積依頼日
工事日
施工確認日
精算書発送日
精算日

    月   日     ㊞
    月   日     ㊞

〒

    月   日         ㊞

敷金返還先口座

【通知日】 退去届を発送した年月日です。
【解約希望日】 家賃が発生する最終日です。賃貸借契約書で確認してください。
【立会日】 原状回復のチェックを行う日です。 解約日と同日か、それ以前の日程を

ご記入ください。当日鍵を返却いただきますので、それ以降室内へ入る
ことはできません。

【転居先】 引越先をご記入ください。
【敷金返還先口座】 解約後の敷金や日割賃料等を返還する口座をご記入ください。

振込手数料は賃借人負担となります。



賃貸借契約を解約する際、以下にご留意いただきますようお願い申し上げます。
一度提出された解約日の変更及び解約取消しはできません。

A. 退去届は解約日の「１ヶ月前まで」に到着するように以下の送付先まで①レターパックまたは書留による郵送と②FAXでの両方の手段でお送りください。
※解約予告期間が40日前や2ヶ月以上前に設定されている場合がございますので、賃貸借契約書を十分にご確認ください。

※退去届は書面の到着日をもって効力を発生し、延着の場合は到着日をもって解約日が決定するため希望の解約日とならない場合もございます。解約希望日につき、
国内郵送は消印日、FAXは当社受信日といたします。
※電話での解約通知はお受けしておりません。
※退去届の不着に伴い解約できないリスクは賃借人が負うため、必ず①レターパックまたは書留による郵送と②FAXでの両方の手段でお送りください。
FAX送信後、電話で到着確認を必ず行ってください。

退去届送付先
〒177-0051 東京島練馬区関町北2-29-8
アイエステート株式会社 賃貸管理部 解約担当
TEL 03-5904-8171   FAX 03-5904-8172
B. 家財・火災保険の解約手続きをお願いいたします。
C. 水道・ガス・電話・新聞・インターネットなどの立会日までに解約
の手続きをお願いいたします。
なお、電気は「立会日」まで通電をお願いいたします。
D. 郵便局への転居届、役所へ転出届の手続きをお願いいたします。
E. 粗大ゴミの処分は、清掃事務所へ確認の上で立会日までに適法に行っ
てください。
◆退去月の賃料は、通常通り1ヶ月分満額でお支払いください。

≪退去立会について≫
 1.部屋に荷物が何も無い状態で、鍵の引渡と室内点検を行います。
  ※立会日は、解約日を超えることは出来ませんのでご注意ください。
  ※所要時間30分程度になります。立合いは、土曜日・日曜日・弊社休業日(年末年始・GW・夏季休業・特定日)を除く
       10時から17時までの間は無料です。左記以外の場合、立会日当日に4,000円（税別）を現金でお支払いいただきます。
  ※立会日を変更した場合、立会日当日に3,000円(税別)（税別）を現金でお支払いいただきます。
 2.当日ご用意していただくもの
  ・契約時に渡された部屋の鍵（オートロック・メールボックス、ご自身で複製した鍵を含む）
  ・印鑑（認印可）
  ・転居先がわかる書類（賃貸借契約書、免許証、住⺠票など）
  ・宅配ボックス専用カード（ご利用のお客様のみ）
  ・その他入居時にお貸出しした物品・マニュアルなど

御中御中御中御中

私は、下記の通り賃貸借契約を解約し、賃借中の物件を立会いのうえ確実に明渡すことを通知いたします。

なお、明渡しの遅延が生じた場合、私は理由の如何を問わずこれにより生じた損害を賠償いたします。

号室

号室

第1

第2 口座番号

第3 口座名義
※必ず第1から第3まですべてをご記入ください。ただし、いずれか2つは異なる日付としてください。

通知日 年 12 月 15 日

賃借人（借主）

氏名 鈴木 花子 ㊞

電話 ０３−１２３４−５６７８

弊
社
使
用
欄

退　去　届退　去　届退　去　届退　去　届（解約通知書）（解約通知書）（解約通知書）（解約通知書）

アイエステート株式会社アイエステート株式会社アイエステート株式会社アイエステート株式会社

賃貸物件
住所 〒177-0051 東京都練馬区関町北1-2-3

物件名  〇〇マンション                    201
退去の理由 就職(上京) ・ 通勤(時短) ・ 転勤 ・ 進学 ・ 通学(時短) ・ 独立 ・ 結婚 ・ 同棲 ・ 別居 ・ 更新時期 ・ 近隣問題 ・ その他（       ）

転 居 先
※精算書送付先

住所 〒177-0051 東京都千代田区大手町2-3-4
物件名  〇〇ハイツ                      903

転居先  ■賃貸  □実家  □購入 □持家  □社宅  □その他 （      ） 敷金返還先口座
解約希望日 2020年 1月 17日 三菱UFJ 銀行

立会希望日時

   2020年 1月 12日 14時 00分 新丸の内 本店
支店

普通
当座

   2020年 1月 13日 13時 00分 2〇〇4〇〇〇

   2020年 1月 13日 15時 00分 スズキハナコ

    月   日         ㊞
到着日(F・郵)     月   日     ㊞ 工事日     月   日         ㊞

退去日     月   日     ㊞ 精算日     月   日         ㊞

2020

連絡日(退去確定)     月   日     ㊞ 施工確認日     月   日         ㊞
立会日   月  日  時  分  ㊞ 精算書発送日     月   日         ㊞

連絡受電日     月   日     ㊞ 見積依頼日

【通知日】 退去届を発送した年月日です。
【解約希望日】 家賃が発生する最終日です。賃貸借契約書で確認してください。
【立会日】 原状回復のチェックを行う日です。 解約日と同日か、それ以前の日程を

ご記入ください。当日鍵を返却いただきますので、それ以降室内へ入る
ことはできません。

【転居先】 引越先をご記入ください。
【敷金返還先口座】 解約後の敷金や日割賃料等を返還する口座をご記入ください。

振込手数料は賃借人負担となります。


