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さらに

「人にしかできない事だからこそ、価値がある。」

フォーシーズ株式会社　代表取締役社長    丸山 輝

ごあいさつ
　私達フォーシーズ株式会社は、企業理念にある“人が煩わしいと思う事、やりたくないと思う事”を行う事こそが存在意義

なのだと考え、創業以来、一貫して追求し続けてまいりました。お陰様で多くの不動産オーナー様や不動産会社様のご愛顧

を頂き、健全な財務内容により堅実経営を行わせて頂いております。“不動産オーナーの資産を守る”という大きな責任を

果たす為に、2015年には新たな取り組みとして信託銀行スキームを導入致しました。これにより収納代行時における不動
産オーナーの保証会社倒産リスクは無くなりました。更に不動産市場のグローバル化対応策として、国際犯罪組織排除の

為の取引禁止リストを導入。国連、世界銀行、Interpol、イギリス、EU、日本、香港、シンガポール、オーストラリア、カナダ、
アメリカ等、各国政府や情報機関が発行する取引禁止リストによるスクリーニングを実施し、様々な犯罪組織から大切な

資産を守ります。

　不動産オーナーの資産を守る為、あらゆるリスク回避を行い、更に便利で使い易くなったフォーシーズ株式会社の商品

を是非この機会にご活用頂きます様、宜しくお願い申し上げます。

企業理念
“人が煩わしいと思う事、やりたくないと思う事”を率先して行う事により、人々に喜びを与え、世紀を越えた社会貢献

企業であり続けます。

品質方針
速さは常に最優先であり、今までの概念を覆し、決定事項を否定し、それまでの枠組みを壊し、成功体験をすべて捨

て去る事により、新たな価値を創造し続けます。

社是
一、

一、

一、

一、

正義　行う事業に正しい道義がある事、従業員一人一人の行いが正しくある事。 

誠実　全ての人々に真心で接する事。

育成　正しい人材教育が最大の使命と心得、その育成に努める事。

感謝　自らが生かされ、仕事を担える日常を、感謝の心で満たす事。

社訓十ヶ条
一、

二、 
三、 
四、 
五、 
六、  
七、 
八、 
九、 
十、

“人が煩わしいと思う事、やりたくないと思う事”を率先して行う事により、人々に喜びを与え、社会に貢献し続けます。

社会に貢献する事業を実現する為に、従業員一人一人が初心を忘れずに一致団結して業務を遂行致します。

人材が核となる事業に特化致します。

決して競合他社や何人も誹謗中傷致しません。

誹謗中傷や風説の流布に対しても、泰然不動の精神で、社会貢献を行い続けます。

声を大きく明るく楽しく働きます。 
一人一人が一生涯のお客様と考え、その出会いに感謝致します。

礼節を重んじます。

人種・国籍・年齢・性別の差別を致しません。

正しい人材教育が最大の使命と心得、その人材育成に努めます。

全ての賃貸借契約に対応可能です。

Residence  レジデンス

Store  店舗

Office  オフィス

Land for Rent  貸地

Warehouse  倉庫

Factory  工場
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カスタマーサポートセンター 30120-17-1143
い い な   い い し ん さ

審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。

2022年8月1日現在

選ばれ続ける理由
［インフラとしての責任］

※過去に株式上場後時価総額1,000億円の保証会社が倒産し、オーナー様・不動産会社様に多大な損害を与えました。
弊社は上記の信託（保全）スキームの導入により、オーナー様・不動産会社様のお家賃は信託によって保全しております。

弊社を委託者、信託銀行を受託者、オーナー様・不動産会社様を受益者とする信託（保全）スキームによりお預かりした家賃を管理致します。
①入居者様は（集金代行業者を通じて）信託銀行に対して家賃等を支払います。
②信託銀行でお預かりした家賃は、（弊社を経由することなく）直接、オーナー様・不動産会社様へお振込み致します。

●お預かりした家賃は信託にて分別管理を行い、資金保全を実現。
●オーナー様・不動産会社様へのお支払いについては、（弊社を経由することなく）信託銀行より直接お振込み。

大切なお家賃の取り扱い
お家賃はオーナー様の大切な収益です。
フォーシーズではお預かりした家賃を信託により分別管理するスキームを導入しております。

■ 迅速な代位弁済スキーム
受付後、金融機関3営業日以内に立替え手続き

■ さらに安心な集金代行サービス（口座振替）
信託（保全）スキームの導入により、お預かりした家賃は弊社の固有資産と分別して管理しております。
これにより万が一、弊社が倒産した場合でも信託によりお預かりした家賃は保全されておりますので、
オーナー様、不動産会社様に安心してご利用いただくことができます（この場合、所定のお手続きが必要となります。
詳細は弊社担当者へお問合せください）。

4

徹底したコンプライアンス
ファーストコンタクトから明渡し訴訟、そして強制執行に至るまで、
徹底されたコンプライアンスでオーナー様、不動産会社様の資産を守ります。1
著名人には専用デスクを設置（ダイヤモンドメンバー登録）
プライバシーが気になる著名人の為に専用デスクを設置。専属のカウンセラーが対応します。
※ダイヤモンドメンバー（著名人）へのご登録は審査承認後にカスタマーサポートセンターよりご通知申し上げます。2
堅実な財務内容
無借金経営であり、企業調査会社からも業界トップクラスの評価を得た財務内容。
堅実な経営でオーナー様、不動産会社様の資産を守ります。3

資金フロー ［通常］

資金フロー ［信託（保全）スキーム］

POINT

収納代行委託契約

①家賃支払い ②送金

金銭信託契約

金銭信託
契約

POINT POINT

委託者 受益者

入居者様 オーナー様
不動産会社様集金代行

業者

受託者

信託銀行

受益者代理人

税理士等

P 02



承認率98%以上

全ての業種、業界、法人、個人の差別なく

みなさまを保証致します
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。

2022年8月1日現在

30120-17-1143

選ばれ続ける理由
［社会貢献性］

［ 国際犯罪組織排除の為の取引禁止リスト導入 ］
フォーシーズ株式会社では、国際犯罪組織排除の為の取引禁止リストを

導入しております。国連、世界銀行、Interpol、イギリス、EU、日本、香港、
シンガポール、オーストラリア、カナダ、アメリカ等、各国政府や情報機関

が発行する取引禁止リストによるスクリーニングを実施し、戦争犯罪人、

テロリスト、マフィア等様々な犯罪組織から大切な資産を守ります。

［ 食料支援活動 ］
フォーシーズ株式会社では、

提携しているフードバンクと協

力し、様々な事情で食べ物に

困る状態になってしまった人に

食料をお届けしております。

ダイヤモンドメンバー
（著名人）
専用デスク設置

専門
学校生

国家
公務員

留学生

ショッピング
モール

フリーランス

プロスポーツ
選手

家賃
1000万円の
ロードサイド店舗

上場企業

関連会社

法律
事務所

個人
事業主

企業
経営者

年金
受給者

シェア
ハウス

生活保護
受給者

フラン
チャイズ

警察官

IT企業

介護施設

外国人
経営者

芸能人

社宅

SOHO

美容室

貸地

倉庫

工場

障がい者

外国人

弁護士

花屋

カフェ

サラリーマン

お笑い芸人

家賃
500万円の
店舗

大学生

家賃
300万円の
オフィス

外資系

家賃200万円の
高級マンション
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143
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会社概要
CORPORATE PROFILE

認証範囲：
東京本社、福岡支社

商 号

代 表 者

資 本 金

創 業

設 立

事 業 内 容

登 録 番 号

所 属 団 体

丸山　輝

3億3,200万円
平成3年4月
平成11年3月
家賃債務保証業（ISO9001：2000取得）
家賃債務保証業者登録番号　国土交通大臣（1）第7号
一般社団法人 全国保証機構
公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター 

■大阪本社 〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目3-1  大阪駅前第1ビル 6F　
TEL.（代表）06-6440-3725
営業時間 10:00～17:00 （土・日・祝休業）

■福岡支社
　カスタマー
　サポートセンター

〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目9-5  4c's博多ビル
お申込み受付フリーダイヤル      0120-17-1143　　　FAX.0120-88-1443
営業時間 10:00～17:00 （土・日・祝も営業）

市区町村・自治体
との取組み

・港区高齢者等入居支援事業協定業者 ・新宿区高齢者等入居支援事業協定業者
・杉並区高齢者等入居支援事業協定業者 ・大田区居住支援協議会住宅確保支援事業協定業者
・世田谷区居住支援制度協定業者 ・板橋区家賃等債務保証支援事業協定業者
・中野区居住安定支援事業協定業者 ・豊島区高齢者等入居支援事業協定業者
・目黒区居住支援事業協定業者 ・あきる野市民間賃貸住宅入居支援事業協定業者
・稲城市高齢者民間賃貸住宅入居支援事業協定業者 ・武蔵野市高齢者住宅入居支援事業協定業者
・川崎市居住支援事業協定業者 ・戸田市高齢者等民間賃貸住宅入居支援事業協定業者 
・蕨市高齢者、重度障害者及びひとり親世帯民間賃貸住宅保証料助成事業協定業者 
・野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業協定業者 

半蔵門総合法律事務所
弁護士法人水原・愛須法律事務所
木村良夫法律事務所
佐藤演甫法律事務所
草香江法律事務所

若林・渡邊法律事務所
内田・後藤法律事務所
いわた総合法律事務所
はばたき法律事務所

顧問弁護団

三井住友銀行／三菱UFJ 銀行／西日本シティ銀行／福岡銀行／りそな銀行（順不同）取 引 銀 行

URL　https://www.4cs.co.jpホームページ

全国保証機構会員
としての市区町村・
自治体との連携

・石狩市　　・当別町　　・那珂市　　・練馬区　　・豊島区　　・荒川区　　・渋谷区　　・大田区　　・千代田区　・小平市
・三鷹市　　・武蔵野市　・国分寺市　・西東京市　・世田谷区　・秩父市　　・坂城町　　・都留市　　・袋井市　　・沼津市　　
・美濃市　　・可児市　　・豊田市　　・常滑市　　・安城市　　・橿原市　　・鳥取県　　・鳥取市　　・岩美町　　・三朝町
・日野町　　・境港市　　・南部町　　・隠岐の島町

■東京本社 〒105-0004　東京都港区新橋 5丁目13-7  4c's新橋ビル　
TEL.（大代表）03-3434-3725
営業時間 10:00～17:00 （土・日・祝休業）
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2022年8月1日現在

CORPORATE PROFILE （BUSINESS BASE）
会社概要（営業拠点）

■ 大阪本社営業本部

■ 京都支店

■ 神戸支店

■ 東京本社営業本部 第1グループ

■ 東京本社営業本部 第2グループ 

■ 東京本社営業本部 第3グループ 

■ 新宿支店 第1グループ

■ 新宿支店 第2グループ

■ 横浜支店

■ 埼玉支店

■ 千葉支店

■ 沖縄営業所

■ 福岡支店

■ 広島支店

■ 岡山支店

■ 名古屋支店

■ 仙台支店

■ 札幌支店

営業拠点

カスタマーサポートセンター
お申込み受付フリーダイヤル 
10:00～17:00（土・日・祝も営業）

0120-17-1143
0120-88-1443
https://www.4cs.co.jpURL

FAX

TEL

［営業エリア］ 北海道全域
〒060-0002　北海道札幌市中央区北二条西3丁目1 太陽生命札幌ビル 8F　TEL.011-223-3725

［営業エリア］ 宮城県・青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県の各県全域
〒980-0811　宮城県仙台市青葉区一番町1丁目1-30 南町通有楽館ビルディング 2F　TEL.022-712-3725

［営業エリア］ 愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県の各県全域および静岡県静岡市を含む静岡県西側全域
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅4丁目3-10 東海ビル 6F　TEL.052-589-3725

［営業エリア］ 大阪府・奈良県・和歌山県の各府県全域
〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田1丁目3-1 大阪駅前第1ビル 6F　TEL.06-6440-3725
［営業エリア］ 京都府・滋賀県・福井県の各府県全域
〒600-8217　京都府京都市下京区東境町191-2 烏丸七条ビル 4F　TEL.075-330-3725
［営業エリア］ 兵庫県全域
〒650-0036　兵庫県神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル 8F　TEL.078-321-3725

［営業エリア］ 東京都23区（港区・中央区・品川区・大田区）    
〒105-0004　東京都港区新橋5丁目13-7 4c's 新橋ビル　TEL.03-5408-3725
［営業エリア］ 東京都23区（千代田区・江東区・台東区・荒川区・墨田区・足立区・葛飾区・江戸川区）     
〒105-0021　東京都港区東新橋2丁目11-7 住友東新橋ビル5号館 4F　TEL.03-3433-3725
［営業エリア］ 東京都23区（渋谷区・目黒区・世田谷区）     
〒105-0021　東京都港区東新橋2丁目11-7 住友東新橋ビル5号館 4F　TEL.03-3437-3725
［営業エリア］ 東京都23区（新宿区・中野区・杉並区）、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、小金井市、府中市、稲城市、国分寺市、国立市、日野市、多摩市、
町田市、立川市、八王子市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、青梅市、西多摩郡（日の出町、瑞穂町、檜原村、奥多摩町）、山梨県、長野県
〒160-0023　東京都新宿区西新宿4丁目2-18 三共西新宿ビル 7F　TEL.03-5843-3725
［営業エリア］ 東京都23区（豊島区・板橋区・練馬区・北区・文京区）、西東京市、小平市、東久留米市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市
〒160-0023　東京都新宿区西新宿4丁目2-18 三共西新宿ビル 7F　TEL.03-5371-3725
［営業エリア］ 神奈川県全域および静岡県富士市を含む静岡県東側全域
〒220-0011　神奈川県横浜市西区高島2丁目10-13 横浜東口ビル 4F　TEL.045-345-3725
［営業エリア］ 埼玉県・群馬県・栃木県・新潟県の各県全域
〒330-0841　埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目16-2 大宮東町第一生命ビル 3F　TEL.048-640-3725
［営業エリア］ 千葉県・茨城県の各県全域
〒274-0825　千葉県船橋市前原西2丁目12-7 津田沼第一生命ビルディング 5F　TEL.047-479-3725

［営業エリア］ 岡山県・鳥取県・香川県・徳島県の各県全域
〒700-0903　岡山県岡山市北区幸町8-29 大樹生命岡山ビル 12F　TEL.086-801-3725

［営業エリア］ 広島県・島根県・山口県・愛媛県・高知県の各県全域
〒732-0827　広島県広島市南区稲荷町2-16 広島稲荷町第一生命ビルディング 11F　TEL.082-262-3725

［営業エリア］ 福岡県・佐賀県・大分県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県の各県全域
〒812-0007　福岡県福岡市博多区東比恵2丁目1-15　TEL.092-441-3725

［営業エリア］ 沖縄県本島
〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地2丁目12-21 電波堂ビル 3F　TEL.098-941-3725

北海道北海道北海道

青森青森青森

岩手岩手岩手
秋田秋田秋田

宮城宮城宮城
山形山形山形

福島福島福島

新潟新潟新潟

栃木栃木

茨城茨城

群馬群馬

埼玉埼玉

千葉千葉

山梨山梨

長野長野

静岡静岡

岐阜岐阜

富山富山石川石川

福井福井福井

京都京都京都
滋賀滋賀滋賀

三重三重三重

和歌山和歌山和歌山

大阪大阪大阪

奈良奈良奈良

兵庫兵庫兵庫

鳥取鳥取鳥取

岡山岡山岡山

島根島根島根

広島広島広島

香川香川香川

徳島徳島徳島高知高知高知
愛媛愛媛愛媛

山口山口山口

佐賀佐賀佐賀 福岡福岡福岡

大分大分大分

熊本熊本熊本

宮崎宮崎宮崎

長崎長崎長崎

鹿児島鹿児島鹿児島

愛知愛知

■ 名古屋支店

■ 大阪本社営業本部

■ 札幌支店

■ 仙台支店
■ 神戸支店
■ 京都支店

■ 岡山支店

■ 広島支店

■ 福岡支社
　 カスタマー
　 サポートセンター

■ 沖縄営業所

沖縄

■ 横浜支店

■ 東京本社営業本部
■ 新宿支店

■ 埼玉支店
■ 千葉支店神奈川神奈川

東京東京

■ 福岡支店
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2022年8月1日現在

※契約形態によってお受付けできない場合があります。

住み替えかんたんシステム
個人（マンション・アパート・一戸建て・シェアハウス※）でのご利用の場合

人にしかできない事だからこそ、価値がある。

審査承認率98%以上！ 審査時間はWEB申込み後10分程度。

保証範囲

保証委託料

日本国内の物件（一部離島除く）
未登記物件は保証対象外となりますのでご注意ください。

※火災保険加入が条件となります。火災等による損害については保証対象外となります。
フォーシーズ火災保険がございますので、ご加入希望の方はご相談ください。1

3

2
対象条件
審査申込み

※1 駐車場代の保証は、物件付属のものに限ります。  ※2 変動費はお申込み時に設定した上限まで保証致します。  ※3 原状回復費用は賃借人様が認めたものに限ります。
※4 賃貸借契約の更新料は合意更新の場合に限ります。（法定更新は除きます）　※5 やむを得ず搬出が必要な場合は、かかる費用をご負担いただくことがございます。

個人（マンション・アパート・一戸建て・シェアハウス）

51ヶ月間保証
（滞納賃料が3ヶ月溜まるまで何回でもお立替え+賃貸借契約解除後48ヶ月保証）

備え付けなど、工事を必要とする造作物の撤去は致しません。
また、車両・危険物・禁制物・産業廃棄物等、一部搬出できない物もございます。※5

家賃・管理費・共益費・駐車場代※1・変動費※2

（契約中は制限なく何回でもお立替え可能）

契約解除後の残置物の撤去・保管・処理等の明渡し訴訟の法的手続き
（訴訟時の弁護士費用・強制執行費用・荷物処分費用）

３つの合計＝賃料２ヶ月分が上限となります。
原状回復費用※3、賃貸借契約の更新料※4、早期（短期）解約違約金
（敷金（保証金）の精算時は、賃貸人様の債権に優先的に充当いただけます）

保証委託料の基本額は月額賃料等の１ヶ月分です。（最低保証委託料 35,000円）
事務手数料として、初回保証委託料の10%をお支払い致します。

※ご高齢で身寄りのない方・預かり敷金が解約予告月数に満たない場合・その他の事情により、月額賃料等１ヶ月分の特別預託金（残債権が無い場合は解約時全額返還）が必要となる場合
がございます。ご入金の際の振込手数料は、振込人様負担にてお願い致します。なお、ご返金につきましては、精算後速やかに行い、振込手数料は弊社で負担致します。

　下記の方の場合、基本的に保証契約の締結は致しかねますのでご了承ください。
　・無職（無収入）の方　　　
　・すでに賃貸借契約が開始しており、途中で保証契約を締結する場合で家賃等の未納がある方。

1

4 クレジットカード決済の割引 詳しくはP09をご覧の上、お問合せください。

5 行政との提携プラン 詳しくはホームページをご覧の上、お問合せください。

有職者の方

【学生＆新社会人プランキャッシュバックキャンペーン】

販売促進にお役立てください。詳しくは別紙をご覧の上、お問合せください。
上記以外でキャンペーンを実施する場合の割引情報については、随時弊社ホームページ上でご確認いただけます。
ホームページURL　https://www.4cs.co.jp

※在学中の方、または、卒業後期間を空けずに就職し、就職後半年以内にお申込みをいただいた方が対象です。（留学生の方は対象外となります）
※契約者が未成年者の場合は親権者同意書を提出いただく必要がございます。
※学生＆新社会人プランは事務手数料のお支払いはございません。

※すでに別の物件で住み替えかんたんシステムをご利用いただいており、続けて転居先においてもご利用いただけるリピーターの方が対象です。
　家賃延滞がない限り1ヶ月ごとに1ポイントが加算され、24ポイント累計にてプレミアム会員様、36ポイント累計にてスーパープレミアム会員様と
させていただいております。1度でも家賃延滞が発生した場合、2ヶ月以上年間保証委託料のお振込みがない場合はポイントがゼロに戻ります。

2

50%OFF

3

30%

初回保証委託料
割引のご案内

１年間に
家賃延滞回数が0回及び1回の場合は10,000円に割引、
家賃延滞回数が2回の場合は30,000円に割引、
家賃延滞回数が3回以上の場合は割引はございません。

ただし、家賃延滞回数は1年間でリセットされます。

年間保証委託料は1年毎にいただきますが、お支払いがなくても保証契約が切れる事はございません。

【割引対象外の契約者様について】

収入のある無職の方（年金や生活保護で生計を立てていらっしゃる方）、留学生の方は割引対象外となります。

年間保証委託料
割引のご案内

レジデンス

フルカバー

フルカバー

月額賃料等の

50%月額賃料等の に割引

50%OFF50%月額賃料等の に割引

学生＆新社会人プラン 8,500一律 円

に割引

プレミアム会員の方

スーパープレミアム会員の方 70%OFF

P06



さらに
使いやすく！

どんな物件でも

̶ 07 ̶ 

カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2022年8月1日現在

ビジネスサポートシステム
企業を支援し、働く人を応援する。

オフィス・店舗・SOHO・倉庫・工場・貸地・宿泊を伴う施設
社宅（マンション／アパート／一戸建て）でのご利用の場合

備え付けなど、工事を必要とする造作物
の撤去は致しません。また、車両・危険物・
禁制物・産業廃棄物等、一部搬出できな
い物もございます。※6

オフィス・店舗等の高額賃貸であっても明渡しまでの完全保証を致します。
●日本国内の物件（一部離島除く） 　●審査承認率98%以上！ 審査時間はWEB申込み後10分程度。
●お受付けする家賃の金額に上限がなく、高額なオフィス・店舗等にも対応しております。
未登記物件は保証対象外となりますのでご注意ください。※火災保険加入が条件となります。火災等による損害については保証対象外となります。

対象条件
審査申込み
オフィス・SOHO・社宅 店舗

フルカバー フルカバーライト

倉庫 工場 貸地 宿泊を伴う施設

1

2 保証範囲

※1 駐車場代の保証は、物件付属のものに限ります。
※2 変動費はお申込み時に設定した上限まで保証致します。
※3 原状回復費用は賃借人様が認めたものに限ります。
※4 賃貸借契約の更新料は合意更新の場合に限ります。（法定更新は除きます）
※5 早期（短期）解約違約金は社宅などの居住用に限ります。
※6 やむを得ず搬出が必要な場合は、かかる費用をご負担いただくことがございます。
※7 特別預託金の算出 10,000円/1坪。ご入金の際の振込手数料は、振込人様負担となります。なお、ご返金は、精算後速やかに行い、その際の振込手数料は弊社で負担致します。
※8 転貸はアップグレード不可となります。

6ヶ月間保証
（滞納賃料が3ヶ月溜まるまで何回でも
お立替え+賃貸借契約解除後3ヶ月）

３つの合計＝賃料２ヶ月分が
上限となります。

原状回復費用※3・賃貸借契約の更新料※4・早期（短期）解約違約金※5

（敷金（保証金）の精算時は、賃貸人様の債権に優先的に充当いただけます）

明渡しの判決（賃借人名義の
債務名義）取得を行います。

家賃・管理費・共益費・駐車場代※1・変動費※2

（契約中は制限なく何回でもお立替え可能）

契約解除後の残置物の撤去・保管・処理等の明渡し訴訟の法的手続き
（訴訟時の弁護士費用・強制執行費用・荷物処分費用）

51ヶ月間保証
（滞納賃料が3ヶ月溜まるまで何回でも
お立替え+賃貸借契約解除後48ヶ月保証）

オフィス・店舗・SOHO・社宅・トランクルーム 倉庫・工場・貸地・宿泊を伴う施設・転貸

フルカバーライト

倉庫・工場・貸地・宿泊を伴う施設でも、+特別預託金で※7

フルカバーにアップグレード！！※8

個人事業主様のみでもお受付け可能です。

保証委託料の基本額は月額賃料等の１ヶ月分です。（最低保証委託料 35,000円）
事務手数料として、初回保証委託料の10%をお支払い致します。

1

2

（*1） 資本金2,000万円以上かつ設立日より5年以上経過している法人様が対象です。 （*2） 弊社の審査基準を満たす法人様が対象です。

下記の方の場合、基本的に保証契約の締結は致しかねますのでご了承ください。
・すでに賃貸借契約が開始しており、途中で保証契約を締結する場合で家賃等の未納がある方。

トランクルームプラン
最低初回保証委託料 　35,000円　　　10,000円 　※上記割引も適用されます。

初回保証委託料
割引のご案内　

保証委託料3

コワーキングスペース レンタルオフィスシェアオフィス などの保証も受付可能ですのでご相談ください。

年間保証委託料
割引のご案内 １年間に

家賃延滞回数が0回及び1回の場合は10,000円に割引、
家賃延滞回数が2回の場合は30,000円に割引、
家賃延滞回数が3回以上の場合は割引はございません。

ただし、家賃延滞回数は1年間でリセットされます。

年間保証委託料は1年毎にいただきますが、お支払いがなくても保証契約が切れる事はございません。

フルカバー

30%月額賃料等の に割引 70%OFF

一部の法人様（*1） 50%OFF50%月額賃料等の に割引

法人名義（居住用） 50%OFF50%月額賃料等の に割引

優良法人様（*2）

【割引対象外の契約者様について】
個人事業主様及び上記に該当しない法人様の場合、初回保証委託料の割引適用はございません。

【連帯保証人様について】
お申込み時点で設立1年未満の法人様については、代表者様を連帯保証人予定者としてお申込みください（連帯保証人様は、ご契約時に
差入書のご提出が必要です）。ただし、審査により連帯保証人が不要となることもございます。
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。

2022年8月1日現在

30120-17-1143

集金代行サービス
［口座振替について］ BANK

・インターネット口座振替受付サービスを利用いただく場合は毎月5日が集金代行の開始受付締日となっております。受付締日までにネットでの口座振替登録が完了し、
　かつ保証契約が成立（保証委託料のお支払い及び不備の無い必要書類の必着）した場合、当月27日より引落しが開始されます。
・口座振替依頼書を利用いただく場合は毎月20日が集金代行の開始受付締日となっております。受付締日までに口座振替依頼書が当社カスタマーサポートセンターに到
　着し、かつ保証契約が成立した場合、翌月27日より引落しが開始されます。　※20日が土日祝日の場合は前営業日。

・保証契約成立後、引落し開始までの賃料等は、フォーシーズから入居者様に直接請求を致しますので、オーナー・不動産会社様のご負担を軽減でき、請求漏れもなく安心です。

・口座振替停止（解約）など、各種変更手続きは毎月10日が受付締日となっております。10日までに下記手続きが完了した場合は、当月27日の引落し分から反映させることができます。

■引落し・送金スケジュールについて

■口座振替停止（解約）、変動費の登録など各種変更手続きについて

信託銀行 オーナー様または不動産会社様入居者様

27日口座引落し 同日送金

お家賃の引落し結果に関わらず月内に100%お支払い！ 

資金フロー ［通常］

資金フロー ［信託（保全）スキーム］

収納代行委託契約

家賃支払い 送金

金銭信託契約

金銭信託
契約

受益者

オーナー様
不動産会社様集金代行

業者

受託者

信託銀行

受益者代理人

税理士等

入居者様

委託者

WEBシステムに登録するとご利用いただけます。WEBシステム上で管理ができます。

■集金代行サービス［口座振替］について（決済サービス会社は株式会社ジャックスとなります。）
●フォーシーズ集金代行サービス［口座振替］をご利用いただくと、27日に引落しを行い、同日に信託銀行から家賃が送金されます。
（金融機関休業日の場合、翌営業日）
●入金先口座は、お取引開始時に指定された口座がWEBシステムに反映されます。その後、複数の口座登録も可能です。 ※手数料は一切発生致しません。

・集金代行サービスのご利用には、入居者様にインターネットで口座振替登録をしていただくか、口座振替依頼書を提出いただきます。
・家賃引落しの際に決済サービス料300円（税抜）を合わせて引落し致します。オーナー様・不動産会社様への送金手数料は無料です。

［ 例 ］

［ 例 ］

インターネット口座振替受付サービスをご利用の場合

入居者様
賃料等引落し日

オーナー・不動産会社様へ
信託銀行から
賃料等が送金されます。

5日 同日
送金27日4月 6月5月

集金代行開始の
受付締日

口座振替依頼書をご利用の場合

入居者様
賃料等引落し日

オーナー・不動産会社様へ
信託銀行から
賃料等が送金されます。

20日 同日
送金27日4月 6月5月

集金代行開始の
受付締日

口座振替停止（解約）

引落し・送金なし

27日 10日5月 7月6月
入居者様
賃料等引落し日

WEBシステムにて
ご利用いただける機能

口座振替・クレジットカード
状況確認
●スケジュール管理
●滞納情報一覧

各種手続き
●請求金額変更手続き
●停止手続き
●入金先口座変更手続き

入金明細情報
●入金明細照会

各種レポート
●各種レポートダウンロード

手続き内容 手続き方法と注意点

口座振替停止（解約）

WEBシステムにログインしていただき、集金代行の各種変更
メニューからご登録ください。

「管理会社・賃貸人変更通知」をFAXしてください。（FAX番号
0120-88-1443）新管理会社様が引き続き集金代行を利用す
る場合は、10日までの管理変更手続き完了が条件となります。

WEBシステムにログインしていただき、情報照会・変更申請の
契約内容変更メニューから増額の申請をしてください。10日ま
での増額手続き完了が条件となります。

変動費の登録

賃料等の減額

入金先口座の変更

管理会社様の変更

賃料等の増額

口座振替停止（解約）登録
WEBシステムにて停止申請を行って
ください。

月内
送金27日

ネットでの口座振替手続きなら、5日までの手続き完了で、最短当月27日からの口座振替が可能です！！
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。

2022年8月1日現在

30120-17-1143

集金代行サービス
［クレジットカード払いについて］ CARD

・変動費の登録　　　　・カード決済の停止手続き
・入金先口座の変更

下記の各種変更手続きの締切期限は毎月10日です。
WEBシステムにて変更を行ってください。

下記変更は所定の手続きが必要です。
「よくある質問」のページをご参照ください。
・賃料の増額・減額        ・賃貸人・管理会社変更

■クレジットカードの決済手続きについて
カード会社が提供する入力フォームにて、入居者様によるクレジットカード情報の入力が必要です。
カード情報はカード会社のみが保有致しますので、オーナー・不動産会社様やフォーシーズがカード情報を保持する必要がなく安心です。

カード決済の結果に関わらず月内に100%お支払い！

■集金代行サービス［クレジットカード払い］について
●フォーシーズ集金代行サービス［クレジットカード払い］をご利用いただくと15日に決済を行い、
月内にフォーシーズから家賃が送金されます。

●入金先口座は、お取引開始時に指定された口座がWEBシステムに反映されます。その後、複数の口座
登録も可能です。 ※手数料は一切発生致しません。
●初回保証委託料が月額賃料等の20%、月間保証委託料が月額賃料等の2.5%で契約できるプラン
です。カードで支払う為、入居者様もポイントが貯まり、大変お得です。

●通常、カード加盟店手数料が発生致しますが、弊社が負担致しますので追加費用なく導入が可能です。

●入居者様がお手持ちのカードでご利用できます。

WEBシステムに登録するとご利用いただけます。WEBシステム上で管理ができます。

入居者様

カード払い

カード会社
オーナー様
不動産会社様

月内送金

WEBシステムにて
ご利用いただける機能

口座振替・クレジットカード
状況確認
●スケジュール管理
●滞納情報一覧

各種手続き
●請求金額変更手続き
●停止手続き
●入金先口座変更手続き

入金明細情報
●入金明細照会

各種レポート
●各種レポートダウンロード

■カード決済・送金スケジュールについて

［ 例 ］
入居者様
カード決済日

オーナー様・不動産会社様へ
フォーシーズから
賃料等が送金されます。

月内
送金15日10日4月 5月

5月分賃料等をカード決済

カード決済停止（解約）受付は毎月10日が締日となっております。
10日までにWEBシステムにてカード決済停止（解約）登録を行っていただいた場合は、当月15日のカード決済はかかりません。

■カード決済停止（解約）スケジュールについて 【6月15日（7月分）のカード決済を停止する場合】

［ 例 ］ 5月分賃料等　カード決済あり 6月分賃料等　カード決済あり 7月分賃料等　カード決済なし

入居者様
カード決済日

オーナー様・不動産会社様へ
フォーシーズから
賃料等が送金されます。

オーナー様・不動産会社様へ
フォーシーズから
賃料等が送金されます。

10日月内
送金15日5月 6月 7月月内

送金
月内
送金15日

カード決済停止（解約）登録
WEBシステムにてカード決済停止
（解約）登録を行ってください。

毎月10日までに保証契約が成立し（保証委託料のお支払い及び不備のない必要書類の必着）、かつクレジットカード情報が登録された場合は、当月15日より決済されます。

※ご利用をご検討される場合には、事前に営業担当へご相談ください。



フォーシーズなら、様々な状況でも保証が切れません。
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。

2022年8月1日現在

30120-17-1143

安心の完全保証「家賃延滞発生時」
［カウンセリング・生活支援・居住支援・食料支援］

連絡がつかない場合、警察官と
ともに安否確認を行います。

安否確認

状況次第で公的支援のご案内
やアドバイスを行います。

生活支援・居住支援

様々な事情で食べ物に困る状
態になってしまった入居者様に
食料支援を行います。

食料支援

家賃立替え手続きは受付後3日以内！ カウンセリングにより、
ほとんどの入居者様が正常化されます（徹底されたコンプライアンス対応）。

Ⅰ お立替え

Ⅱ カウンセリング

Ⅲ 正常化

集金代行サービス（口座振替、クレジットカード払い）
をご利用の場合

一度WEBシステムにて登録すると毎月の
延滞報告が必要ないサービスです。
※変動費がある場合は、毎月10日までのご登録が必要です。

集金代行サービスをご利用しない場合
（代位弁済方式）

WEBシステムにログインし、家賃延滞発
生後10日以内にWEBシステム（家賃延滞
報告兼請求登録）にてご登録ください。
※お振込先は日本国内の口座に限ります。

カウンセリングスタッフが問題解決を致します。

ほとんどの入居者様が正常化へ!!

お家賃の引落し結果に関わらず
毎月100%お支払い

金融機関3営業日以内に
お立替え・お支払い手続き

入居者様の
死亡

入居者様の
破産

入居者様の
逮捕

管理会社様や
オーナー様の変更

１年毎の
保証委託料の未納

ダイヤモンドメンバー（著名人）は、専属のカウンセラーが対応します。
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2022年3月1日現在

安心の完全保証「解約・明渡し時」
大好評のアフターフォロー

契約中、何回延滞してもお立替えします。
たとえ解約となり、訴訟に至った場合でも毎月お立替え致しますので安心です。

1

2

大好評の委任による明渡し
入院や逮捕など様々な理由により、ご本人から委任を受け、明渡しを行います。
その際は、トラブル防止の為、搬出したお荷物はフォーシーズ管理の倉庫にて3
年間保管します。ご要望があれば全国どこにでもお届け致します。

訴訟による明渡し
1.弁護士費用  2.強制執行費用  3.荷物処分費用 は全て負担し、
裁判、強制執行、明渡しが終了するまでのお家賃も毎月お立替えする完全保証を実現しております。
※車両・危険物・禁制物・産業廃棄物等、一部搬出できない物もございます。（その場合は、それにかかる費用をご負担頂くことがございます。）

必要に応じて占有移転禁止手続きを行います。占有移転禁止手続きが必要な場合には、フォーシーズが費用負担致します。
一般的に、占有移転禁止手続きを行った場合には 2～3年程度掛かります。
フォーシーズならたとえ占有移転禁止手続きを行ったとしても物件引渡しまでのお家賃を毎月お立替えできます。
※ビジネスサポートシステムのフルカバーライトプランは、保証範囲が異なります。

■主な必要書類 （必要書類を頂けない場合は、保証契約は解除となります。）

※契約状況により上記以外の書類が必要になる場合がございます。　※必要書類は原本のご提出を頂いております。

● 弊社弁護士宛委任状（2通）
● 印鑑証明書（1通）
● 法人の場合は登記簿謄本（1通）
● 賃貸借契約書

● 保証委託契約書（貸主様控）
● 建物の登記簿謄本（1通）
● 建物の評価証明（1通）
● 契約物件の間取り図

● 契約物件のあるフロアの全体図
● 駐車場契約のある場合は
　土地の登記簿謄本・土地の評価証明

選べる強制執行の時間
ショッピングモールなど、商業施設のテナントで、営業時間内の強制執行に支障がある場合は、時間を変更・指定することが可能です。
詳細は営業担当にお問合せください。

カウンセリング
スタッフが
明渡し

契約中は何回延滞してもお立替え致します。
解除後、48ヶ月の保証範囲でフルカバー！

訴訟期間中

催告判決提訴 強制
執行

延滞
賃貸借契約の

解除

全国どこにでも
お届け致します

お荷物は
厳重なセキュリティのもと
倉庫にて3年間保管

P11
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2020年1月1日現在

お申込みの際に
書類の受取りとご提出が必要です

お申込みの前に、「お取引にあたってのお願い」のお受取りと「お取引に関する確認書」のご提出が必要になります。
※弊社はプライバシーマーク取得企業になりますので、「お取引に関する確認書」には、個人情報の取扱いについての記載がございます。

「お取引にあたってのお願い」と「お取引に関する確認書」を営業担当者がお持ち致します。
「お取引に関する確認書」に必要事項のご記入とご捺印の上、下記カスタマーサポートセンター宛に郵
送してください。「お取引にあたってのお願い」はご確認の後、お客様にてそのまま保管してください。

1

フォーシーズにて「お取引に関する確認書」を受取り次第、「代理店様番号通知書」を発行致します。
WEBシステムのアカウント取得時に必要な「代理店様番号」「会社名カナ」を記載しています。
大切に保管してください。

2

ご記入日の日付、住所、氏名をご
記入、ご捺印をお願い致します。

「お取引に関する確認書」

4c's使用欄 20181101-CSC 

 

担当者 

 

  

承認者 

 

 

お取引に関する確認書 
 

当社（私）は、貴社と取引を行うにあたり、以下の事項を確認いたします。 

 

１ 当社及び当社の役職員（当会社の役員（取締役及びこれに準じる者）ならびに社員（社員、出向社員、パー

ト、アルバイト、派遣社員およびこれらに準ずる者）をいいます。以下同じ。）は、現在次の各号のいずれ

にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団員による不当行為防止法」と
いいます。）第２条第２号に規定する暴力団をいいます。） 

(2) 暴力団員（暴力団員による不当行為防止法第２条第６号に規定する暴力団員をいいます。） 

(3) 暴力団準構成員（暴力団または暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法
行為等（暴力団員による不当行為防止法第２条第１号に規定する暴力的不法行為等をいいます。以下同

じ。）を行うおそれがある者または暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力

団の維持もしくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。） 

(4) 暴力団関係企業（暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団
員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的

に協力し、もしくは関与するものまたは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持も

しくは運営に協力している企業をいいます。） 

(5) 総会屋等（総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあ
り、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。） 

(6) 社会運動等標ぼうゴロ（社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて
暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。） 

(7) 特殊知能暴力集団等（前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用
い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいい

ます。） 

(8) 前各号の構成員 

(9) その他前各号に準ずる者 

 

２ 当社および当社の役職員につき、現在までに次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当し

ないことを確約いたします。 

(1) 当社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって前項各号に掲
げる者を利用したと認められること 

(2) 前項各号に掲げる者に資金等または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること 

(3) その他前項各号に掲げる者と当社の役員または経営に実質的に関与している者が、社会的に非難される
べき関係にあると認められること 

 

３ 当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 脅迫的な言動または暴力を用いた行為 

(4) 風説の流布、偽計または威力を用いた妨害行為または信用毀損行為 

(5) その他前号に準ずる行為 

 

４ 前 3項の確認のために調査が実施される場合は、常に協力し、貴社から要請された資料等を直ちに提出する

ことを確約いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 貴社の提供する保証システムの利用（申込、契約、請求手続）にあたって知り得た情報について次の各号を

遵守いたします。また、個人情報の取扱いに関して貴社に対して負う義務は、貴社の保証契約の取扱業務の

開始の時から発生し、業務終了後も有効に存続することを確認・了承いたします。 

(1) 機密情報は、目的の範囲内でのみ利用し、その機密を保持します 

(2) 本人から提供を受け、または貴社の委託先として個人データの取扱いの委託を受け、若しくは貴社と共
同利用する個人情報を善良なる管理者の注意をもって取り扱い、次の各号のいずれかに該当する場合は

事前に貴社から承諾を受けるものとします 

① 第三者への開示・提供もしくは個人情報の取扱いの委託 

② 個人データの複製または複写 

(3) 個人情報の漏洩・滅失・毀損防止のために、個人情報の適切な管理に必要な措置を講じます 

(4) 個人情報の利用の必要がなくなったとき、または貴社が請求したときは、個人データを遅滞なく消去し
ます 

(5) 作成した個人情報の複製物を廃棄するときは、書類については裁断または焼却の方法により、電磁的記
録については復元が不可能なデータ消去または媒体の破損の方法によりこれを行います 

(6) 個人情報が保証システムの履行以外の目的に利用され、または第三者に開示・漏洩されたことが判明し
たときには、直ちに貴社に報告し、貴社の指示を受けます 

 

６ 「お取引にあたってのお願い」の内容を確認し、了承いたしました。 

 

７ 貴社とのお取引にあたり、貴社から当社（私）への支払の場合の振込口座として下記口座を指定いたします。 
 

金融機関名 支店名 口座種別 口座番号 口座名義（カナ） 

銀行・信金 

労金・信組 

漁協・農協 

本店・支店 

本所・支所 

出張所 

普通 

当座 
  

 

本確認書の内容に反した場合、またはその内容に虚偽があったことが判明した場合には、何らの催告なしに貴社と

の取引停止または契約解除の取扱いを受けても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切を

当社（私）の責任といたします。 

 

フォーシーズ株式会社 御中 

 

（西暦）２０   年    月    日 

 

 

住所 

 

 

会社名（氏名）                              印 

 

 

会社名（氏名）カナ 

 

金融機関等必要事項のご記入
をお願い致します。

オーナー様 不動産
会社様

「代理店様番号」「会社
名カナ」が記載されてい
ます。「代理店様番号通知書」の発行

「代理店様番号通知書」

にっこり不動産　様

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

代理店様番号を発行致しましたので、弊社WEBシステムのアカウント取得が可能となりました。

下記URLより、弊社WEBシステムのアカウントをご取得ください。

■各種機能がご利用頂けます。

※弊社からのお知らせは、ご登録頂いたメールアドレスに送信されます。

WEBシステムログインURL：　https://www.4cs.co.jp/system2/login/

代理店様番号通知書

【A】代理店様番号

【B】会社名

•各種お手続き（例：新規申込、延滞報告、解約申請 等）

•申込状況の確認

•ダウンロード版保証契約書の利用

•入居者情報照会

申込手続き・会員照会

•口座振替、クレジットカード払いどちらも引落結果に関わらず月内に100%お支払い

•開始スケジュールや滞納情報の確認

•入金明細等各種レポートのダウンロード

集金代行

123456

ﾆｯｺﾘﾌﾄﾞｳｻﾝ

送付先：フォーシーズ株式会社 カスタマーサポートセンター宛
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目9-5 4c's博多ビル

「お取引に関する
確認書」の作成Ⅰ

「代理店様番号
通知書」の発行Ⅱ

「お取引にあたってのお願い」は、
ご確認の後、お客様にて保管

「お取引に関する確認書」

必要事項のご記入と
ご捺印の上郵送

P12
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2020年1月1日現在

WEBシステムご利用までの流れ
新規アカウントの取得

メールアドレスと
仮パスワードの入力

※メールアドレスはログイン IDになります。
※「仮パスワード」が届きましたら、24時間以内にWEBシステム内にて、本パス
ワードの設定が必要となります（仮パスワードのためオーナー様・不動産会社様
側で本パスワードの設定が必要です）。

※本パスワードは、次回以降のログイン時に必要となります。お控えください。

弊社ではオーナー様・不動産会社様専用のWEBシステムを提供しております。
新規申込み・ご契約、家賃延滞報告、集金代行（口座振替・クレジットカード払い）、解約申請、入居者情報照会、
その他便利機能をご利用頂けます。是非、弊社WEBシステムをご利用ください。

「お取引に関する確認書」をご提出頂き、弊社から「代理店様番号通知書」を発行した後、
WEBシステムにて新規アカウントの取得（利用登録）が可能となります。

「代理店様番号通知書」が届きましたら、弊社のホームページ（https://www.4cs.co.jp）にアクセスしてください。
画面右上の「WEBシステム ログイン」をクリックし、ログイン画面にお進みください。

仮パスワードの取得後、もう一度弊社ホームページにアクセスしてください。「WEBシステム ログイン」を再びクリックして頂き、
ログイン画面にお進みください。

ログイン画面にて、「代理店様番号通知書」に印字されている「代理店様番号」
「会社名カナ」をご入力ください。次に「担当者名」「メールアドレス」をご入力
ください。「個人情報の取扱いについて」をご確認の上、最後に「登録」ボタ
ンをクリックして頂きます。自動的にご入力頂いたメールアドレス宛に「仮
パスワード」が返信されます。

本パスワードの
設定Ⅱ

仮パスワードの
発行Ⅰ

必要情報の入力

ここをクリック

ここをクリック

 「アカウント・基本情報 変更」をクリックしてください。

「アカウント情報」に本パスワード入力・再確認用入力欄がございます。オー
ナー様・不動産会社様にて、お決めになった本パスワードをご入力ください。
確認の為、再確認用のパスワード入力欄に本パスワードと同じパスワードを
ご入力ください。また、「基本情報」に登録ご担当者様名をご入力ください。
最後に「更新する」をクリックして頂き、本パスワードの設定が完了となります。

更新ボタンをクリックして設定完了です。

1

2

３

４

５

６

　 にてご入力頂きました「メールアドレス（ログイン ID）」と「仮パスワード」を
ご入力後、「ログイン」をクリックしてください。基本情報照会・変更ページに移
行致します。

2

こちらに本パスワードと再確認用パスワード（本パスワード
と同一）を入力してください。  ※6文字以上20文字以内

P13



カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。

̶ 14 ̶ 

30120-17-1143
2020年1月1日現在

WEBシステムご利用はこちらから

WEBシステム
ログイン方法Ⅰ 弊社ホームページ（https://www.4cs.co.jp）にアクセスし、

「WEBシステム ログイン」へお進みください。
1

ログインするとこちらの表示が「ようこそ○○○様」となります。
※「○○○様」にはログインしたオーナー様・不動産会社様名が表示されます。

ID、パスワードを入力し、ログインしてください。
アカウント取得についてはP13「WEBシステムご利用までの流れ」を
参照。

2

Ⅱ ログイン完了

各種機能がご利用頂けます。

今後もさらに便利にご活用頂けるよう、様々な機能を開発・提供して参ります。

ログインしていない状態では、このような表示になっています。

申込み一覧・申込み状況詳細確認

●申込み一覧

申込み中

●下書き保存した申込みを再開する場合はこちら

関連書類

●初回保証委託料請求書
●定期建物賃貸借契約終了に関する通知書

新規申込み

●住み替えかんたんシステム
代位弁済方式／口座振替／クレジットカード決済

●ビジネスサポートシステム【法人名義】
居住用／事業用／駐車場単体（クレジットカード決済）

●ビジネスサポートシステム【個人名義】
事業用／駐車場単体（クレジットカード決済）

●過去の申込み情報を利用し、新規申込みを行う場合はこちら

■ 新規申込み・ご契約

報告・延滞状況確認

●延滞報告
●延滞報告一括登録
●外部システムデータ連携

■ 家賃延滞報告
各種手続き

●引落し／決済金額変更手続き
●停止手続き
●入金先口座変更手続き入金明細情報

●入金明細照会
●外部システムデータ連携

各種レポート

●入金明細レポート
●引落結果（滞納情報）
レポート

●請求書

口座振替・クレジットカード状況確認

●スケジュール管理
●滞納情報一覧

■ 口座振替・クレジットカード払い

■ 解約申請 ■ 入居者情報照会 ■ その他便利機能
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お申込みについてのお願い 

・FAXでお申込みをされる際は「審査申込受付票」を申込書とあわせてご送信ください。
 （お電話での申込内容の確認を省略することができます）

・すでに賃貸借契約が開始しており、途中で保証契約締結をご希望の場合は「家賃入金確認書」を申込書とあわせてご送信ください。
・賃料等の記入欄は税込みとなっていますので、金額間違いにご注意ください。また、合計金額もご確認ください。
・申込書にご記入頂く際は、数字や名称を正確にご記入ください。また、申込書の内容は全て記入した上で、お申込みください。

～以下の内容をご確認頂くことで、より早く審査結果をお伝えできます～

お申込みは、ぜひWEBシステムをご活用ください。
FAXにて申込書を送信いただく方法もご利用頂けます。
WEBシステムのアカウントをお持ちでない場合は、13ページ（WEBシステムご利用までの流れ）をご確認ください。

申込み者様へご連絡する場合がございますので、あらかじめフォーシーズ
（0120-17-1143）より連絡が入る可能性がある旨を申込み者様へお伝えください。
お時間の指定がある場合は、WEBシステムの申込フォームへ入力または審査申込受付票にご記入ください。

審査時に必要な下記書類のご準備をお願いします。

※学生＆新社会人プランの対象者は、在学中、または、卒業後期間を空けずに就職し、就職後半年以内にお申込みを頂いた方が対象です。
　（留学生の方は対象外となります）

※内容によっては一部確認のご連絡がご担当者様へ入る場合がございます。
※ご連絡が入る際は、お申込み受付後10分以内です。外出の予定がある場合は、 申込書に携帯電話番号をご記入ください。

■お申込み方法について

緊急連絡先には、ご親族（4親等以内）で成人されている国内在住の方をご記入ください。
ビジネスサポートシステムの場合は、従業員の方または代表者様のご親族の方を緊急連絡先としてご記入ください。

■緊急連絡先について

■その他、お申込み時にご確認ください

■必要書類について

■フォーシーズからの連絡について

お申込み時点で設立1年未満の法人様については、代表者様を連帯保証人予定者としてお申込みください。
連帯保証人予定の方へは、フォーシーズより連絡が入る場合がございます。審査により連帯保証人が不要となることもございます。

■法人名義のお申込みについて

①署名済みの「保証サービスに関する重要事項」
②本人確認書類のいずれか一つ

③該当する方のみ
●外国籍の方

●生活保護受給者

●年金受給者
●未成年者
●学生・新社会人※

・運転免許証
・パスポート（顔写真、氏名、住所、生年月日記載ページ）
・健康保険証
・住民基本台帳カード（顔写真、氏名、住所、生年月日記載）

・在留カード（両面）
・特別永住者証明書（両面）

・学生証（入学前の方は合格通知書）
・卒業証書

・生活保護決定通知書、保護受給証明書のいずれか

・年金の源泉徴収票
・親権者同意書（契約時には原本の提出が必要です）

②商業登記簿謄本（発行から3ヶ月以内）
③連帯保証人予定者の本人確認書類
（上記個人の方向け表の②③をご参照ください）

①署名済みの「保証サービスに関する重要事項」

個人

法人
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30120-17-1143

お申込みから契約までのお手続き

1 申込書に必要事項をご記入
※書き間違いにご注意ください。
※数字は鮮明にご記入ください。

2 必要書類を添付して送信
【FAX 0120-88-1443】
※誤送信にご注意ください。
※必要書類は鮮明に見えるよう濃度の調整を
お願い致します。不鮮明な場合は再送を
お願いすることがあります。

1 WEBシステムにて申込み内容を
入力
STEP1～STEP3

2 必要書類を添付して送信
STEP4、STEP5

1 審査が完了したことをメールで
お知らせします。

2 WEBシステムより審査結果報告書を
ダウンロードしてください。

1 審査結果報告書をFAXにて
お受取りください。
※万が一届かない場合はご連絡ください。
送信エラーの可能性があります。

1 WEBシステムにて
賃貸借契約開始日、毎月の家賃の
支払い日をご入力ください。
※24時間手続きが可能です。

2 WEBシステムより
契約番号通知書兼請求書を
ダウンロードしてください。  

1 カスタマーサポートセンターへ
ご連絡ください。または、月に一度
FAXにて契約番号未発行一覧を
お送り致しますので、賃貸借契約日と
家賃支払い日をご記入の上、
ご返信ください。
※受付時間は10：00～17：00です。

2 契約番号通知書兼請求書を
FAXにてお受取りください。
※万が一届かない場合はご連絡ください。
送信エラーの可能性があります。

WEBシステムをご利用の場合 WEBシステムをご利用でない場合

【送付先】
〒812-0013  福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目9-5 4c’s博多ビル
フォーシーズ株式会社 カスタマーサポートセンター宛

保証契約書を含む全ての必要書類及び保証委託料等を受領した時点から、保証を開始します。

●初回保証委託料の振込先、金額は契約番号通知書兼請求書に記載しています。
●必要書類は審査結果報告書に記載しています。
※ホームページより「宛名ラベル（切手不要）」がダウンロードできますので、是非ご活用ください。

申込書

審査結果
報告書

審査結果
報告書

契約番号
通知書
兼請求書

Ⅰ お申込み 前ページの「お申込みについてのお願い」をご確認頂きお申込みください。

Ⅲ 契約番号発行

Ⅱ 審査承認 審査結果報告書を発行致します。必要書類、注意事項、契約条件をご確認ください。

Ⅳ 契約成立 初回保証委託料のご入金と必要書類をご送付ください。

契約が確定しましたら契約番号を発行致します。
※契約条件（審査結果報告書に記載）がある場合は、条件を満たすことで契約番号が発行できます。

契約番号
通知書
兼請求書
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よくある質問
※ホームページではより多くの質問と回答を掲載しています。ぜひご活用ください。

A ご利用の手引きP12、13をご確認の上、最寄りの営業拠点ま
でご連絡ください。

WEBシステムを利用したいのですが、どうすればよいですか。Q1

A P15「お申込みについてのお願い」をご確認ください。
申込みをする際に注意することはありますか。Q2

A 仮名称と現時点で確定している地名までご入力（ご記載）の上、
お申込みください。確定後、申込み内容変更手続きをお願い致
します（Q5参照）。

新築物件のため、物件名や所在地が確定していません。Q3

敷引償却が変動する契約です。Q4

A 最大の償却額をご記入ください。

審査承認後、契約内容が変更になりました
（号室の変更、賃料の増減等）。

Q5

A 再審査が必要です。いずれかの方法でお手続きください。

❶ WEBシステムより申込み
「申込み内容の変更」から内容を変更し、再度ご送信ください。

❷ 申込書を記入しFAXにて申込み
変更箇所がわかるよう追記頂きご送信ください。

A 訂正又は削除する文字・数字を二重線で消し、訂正印を押して
ください。正しい文字・数字は、訂正した箇所の上か下の空い
ているスペースにご記入ください。
※金額欄における訂正はお受付け致しかねますので、保証契約書は再作成をお願
いします。

書き間違えの訂正はどのようにすればよいですか。Q6

A

賃貸人が複数名います。Q7

A

全ての方のご署名ご捺印が必要です。
※印影が重ならないようにご注意ください。

外国籍の契約者様へは、捺印欄にパスポートと同様のサインを
お願いしています。

A 審査結果報告書に記載しておりますのでご確認ください。
外国籍の契約者様が印鑑を持っていません。Q8

A 契約内容によっては全ての控えをご送付頂く場合がございま
す。審査結果報告書に記載しておりますのでご確認ください。

保証契約書は保証会社控えのみを送付すればよいですか。Q9

A

契約書類はどちらに送付すればよいですか。Q10

カスタマーサポートセンターまでご送付ください。　
【送付先】
〒812-0013  福岡県福岡市博多区博多駅東 1丁目9-5  4c’s博多ビル
※HPの各種書類ダウンロードページに印刷してご利用頂ける宛名ラベルを
ご用意しています。

契約時の必要書類はどこで確認できますか。Q11

A 2018年11月1日版より前の保証契約書をご利用の場合は、
期間満了までに保証契約書の再作成、再審査が必要です。

定期借家契約の満了による再契約の手続きは？Q13

A

保証額を変更したい場合の手続きは？Q12

賃料増額、駐車場追加等で保証範囲が拡大するケース

WEBシステムからお手続きください。
もしくは契約内容変更申請書をFAXしてください。
※保証契約書の再作成や追加保証委託料が必要な場合がございます。
※契約内容変更申請書はHPの各種書類ダウンロードページからご確認頂けます。

金額変更後の賃貸借契約書または覚書をFAXしてください。

増額する場合

減額する場合

A 管理会社・賃貸人変更通知をFAXしてください。
賃貸人、管理会社が変更になった場合の手続きは？Q18

A 「契約内容変更申請書」とあわせて、以下の書類をFAXしてく
ださい。
・個人の場合は契約者様の改名が確認できる書類

・法人様の場合は商業登記簿謄本

契約者の氏名（社名）が変更する場合の手続きは？Q14

A 契約内容変更申請書とあわせて、商業登記簿謄本をFAXして
ください。尚、代表者の方には連帯保証人になって頂きます。

個人名義から法人名義へ切り替える場合の手続きは？Q17

A 契約内容変更申請書とあわせて、商業登記簿謄本をFAXしてく
ださい。

契約法人の代表者が変更になりました。Q19

A 亡くなったことがわかる書類（死亡診断書または住民票）をご
準備頂き新規申込み手続きをお願いします。

契約者様が亡くなり、同居人の方へ名義変更します。Q20

A 契約内容変更申請書をFAXしてください。

連帯保証人を変更したい。Q15

A 請求書を発行致します。最寄りの営業拠点までご連絡ください。

立替請求をしたが、フォーシーズからも賃借人からも入金が
あり重複している為、返金したい。

Q16

※保証契約書の初回保証委託料の欄には「別途記載」とご記入ください。

※運転免許証、住民票など改名が確認できる公的書面

※HPの各種書類ダウンロードページからダウンロード頂けます。

※HPの各種書類ダウンロードページからご確認頂けます。
A WEBシステムからお手続きください。
もしくは解約通知書をFAXしてください。

退去日が決まったので解約申請をしたい。Q21

※HPの各種書類ダウンロードページからご確認頂けます。

※保証契約上で代表者の方が連帯保証人になられている場合は、新代表の方を
連帯保証人として申請頂き、保証契約書の再作成が必要となります。その際の
必要書類は別途ご案内致します。

※従前のご契約開始時点からの同居人であることと、賃料等に増額が無い場合
に限り初回保証委託料は頂きません。

※切り替え手続きの条件は以下の通りです。
・申込日より後に設立された法人への切り替えであること
・賃借人と代表者が同一人物であること

お申込みについて

保証契約書の作成について

ご契約後の各種手続きについて
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2020年1月1日現在

各種申請手続き
NEW!

・各種書類の取寄せ
・領収証

■WEBシステムなら、さらに簡単！業務量を軽減して代理店様をサポート！

最寄りの営業所まで、ご連絡ください！

代理店様名や住所、連絡先の入力が不要になり、入力項目が少なく快適です。

その他にも、便利な機能が充実！

まだアカウントをお持ちでない方は、
※WEBシステムをご利用頂くためには事前に登録が必要です。

・立替明細書
・再発行依頼（審査結果報告書等）

・お申込み

・契約番号発行

・保証契約書のダウンロード

・集金代行の管理機能

・立替請求

・解約申請 など

代理店様をフルサポート！

スマートフォンからも
アクセスできます！

専用フォームにて受付可能になりました！

専用フォームはホームページからご利用頂けます。

高級賃貸保証

ここをクリック
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カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2020年1月1日現在

サービスマニュアル
NEW!

■サービスの流れやシステムの操作を
　動画でわかりやすく解説

■項目ごとに分かれているので
　知りたい内容が選びやすい！

それぞれのサービス、システムについて、代理店様のあらゆる疑問に
丁寧にお答えしております。
「4cs よくあるご質問」で検索してください。

スマートフォンからも
アクセスできます！

ホームページから
ご覧頂けます！

さらに使いやすく！
代理店様をサポート致します！

「よくあるご質問」も
よりわかりやすく！

リニューアルしました！

お申込みの手続きから契約に至るまでの手続き方法や、WEBシステムの操作方法まで動画でご確認頂けます。
ぜひお役立てください。

4cs サービスマニュアル



カスタマーサポートセンター

い い な   い い し ん さ
審査受付時間
10:00～17:00（土・日・祝も営業）ご不明な点は弊社までご連絡ください。 30120-17-1143

2020年1月1日現在

保険のお申込み 4c’sの保険は
保証契約継続と同時期に更新するから切れにくい。
だからオーナー様・不動産会社様も安心！

保
険
金
額

フォーシーズ火災保険（生活あんしん総合保険）

どこに引っ越しても保険料は変わりません。

特段の申し出がなければ更新されます。

保険料はコンビニまたは振込払い 保険証券に同封のコンビニ払込票によるお支払い
または指定口座へのお振込となります。  引っ越しても持ち歩ける火災保険

補償プランと保険料表 家財の保険金額のめやす

引っ越しても持ち歩けるフォーシーズ火災保険3つの特徴

入居者数、年齢による標準世帯の家財の新価（再調達価額）です。尚、貴金属等は含んでいません。

学生プラン＆新社会人プランキャッシュバックキャンペーン

ご利用の流れ

③ 契約時に発行する契約番号通知書兼請求書に記載されている金額をお振込みください。キャンペーンを適用した場合、
　 お振込み頂く初回保証委託料は学生プラン＆新社会人プランの契約 1件につき1,000円となります。

キャンペーンご利用例 フォーシーズ火災保険と併せてご利用頂ければ、更なる収益の強化が期待できます。

この商品は、フォーシーズ株式会社が募集代理店となります。
業者様は、パンフレット設置のみとなり保険商品の募集は行えませんので、
内容の説明やご質問への対応は全て弊社カスタマーサポートセンターが行います。
（パンフレット設置料として、成約1件あたり1,000円をお支払い致します。）

日頃ご愛顧頂いている感謝の気持ちを込めて、学生プラン＆新社会人プランのキャッシュバックキャンペーンを行います。
8,500円の初回保証委託料のうち、7,500円をキャッシュバック致します。
ご登録頂いたオーナー様・不動産会社様だけの、12月から3月末までの期間限定のキャンペーンです。

補償プラン

保険期間1年一時払
保険料

Aプラン

5,400円
Bプラン

7,000円
Cプラン

8,600円

300万円 500万円 700万円
1,000万円1,000万円1,000万円

Dプラン

10,200円
保険期間2年 10,000円 13,000円 16,000円 19,000円

900万円
1,000万円

家財保険
（支払い限度額）

賠償保険
（自己負担額5千円）

家族構成 1名

300万～
500万円

2名

400万～600万円

3名

400万～700万円

600万～800万円 700万～900万円

800万円～ 900万円～

4名

500万～700万円

700万～900万円

900万円～

30歳代

～29歳

40歳～

世
帯
主
の
年
齢

② 審査、契約の流れは通常のご利用時と同様です。

① 登録申込書に必要事項をご記入ください。

3

保険期間は1年または2年の更新型 2

保険料は全国一律 1

初期費用

学生プラン＆新社会人プラン

フォーシーズ火災保険

8,500円

5,400円～19,000円

7,500円（事務手数料）

1,000円（パンフレット設置料）

火災保険と併せてご利用の場合…

1件につき 8,500円
キャッシュバック！

手数料額

Ⅰ ご登録

Ⅱ 申込み・審査受付

Ⅲ 契約締結


