
オーナー様の目線で賃貸経営の安心を支えます

入 居中プランのご案内



入金タイミングがバラバラで毎月の家賃管理が大変

単身世帯が多く、もし孤独死が起きたら…と心配

管理委託からの切替や中古物件の購入で保証が切れた

入居中のお客様に
こんなお悩みありませんか？
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一棟まるごと
家主ダイレクト入居中プランで

簡単ラクラク賃貸経営

保証の状況に関わらず切替可能
他社の保証からの切替はもちろん、保証のついていない

お部屋でもご利用いただけます。

前月末に全額入金
家主ダイレクトなら前月末に家賃を 100% 一括入金。

管理が楽になるだけでなくキャッシュフローも安定します。

孤独死保険も自動付帯
保証だけでなく、孤独死保険が自動で付帯。追加の負担もなく

万が一の際もサポートを受けることができます。
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「入居中プラン」のメリット
連帯保証人、他社保証会社からの切替など、入居中のお客様にご利用いただけます。

手続きカンタン！

入居者様へ送付する書類の準備や、郵送手配など、

煩雑な作業はすべて Casa が代行いたします。

Casa のご契約者様特典としてさまざまな優待サービスが

ご利用いただけるアプリ「入居者カフェ」を無料提供。

うれしい入居者優待サービス

契約時に入居者様の初回保証委託料の負担はありません。

切替のネックとなる入居者様の負担を軽減しました。

初回保証料の負担なし！

単身入居の高齢者様にも、

安心して入居を継続していただけます。

孤独死保険が自動付帯！
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家主ダイレクトのサービス概要

家賃は前月末 100％入金

充実のサービス内容を、安心・便利にご利用いただけます。

入居者様の口座から家賃を引落しします。
引落し結果にかかわらず、前月末にオーナー様
口座にお振込みいたします。

孤独死保険でリスクに備える

オーナー様

家賃の
口座引落し

前月末
全額入金

入居者様

家賃

早期解約違約金

更新料

水道・光熱費

退去時精算費用

法的手続費用

損失・費用の種類

家賃損失

空室、値引期間の
12か月を通算
限度：500万円

事故発見日から
その日を含めて
１年以内に支出
した費用が対象

1回の事故につき
限度：100万円

原状回復費用

事故対応費用

空室期間
短縮費用

補償損失・費用 お支払い限度

空室期間中の家賃収入減少による損失
重要事項説明義務が生じ、空室期間を短縮する
ために必要となった家賃値引きによる損失

原状回復費用から敷金を控除した額に対して
保険金をお支払い

海外への遺体の移送費用
遺品整理費用 相続財産管理人選任申立諸費用

内装を構造、質、用途、規模、型、能力等が同一
のものに改装するための費用に対し保険金を
お支払い

供養・お祓い費用等 建物明渡請求訴訟費用

1

3

「家主ダイレクト」をご利用の賃貸戸室には、「家主ダイレクト用 家主費用・利益保険」が自動付帯されます。

※居住用のみ補償、事業用は補償対象外となります。　※上記の補償内容は今後変更となる可能性があります。
※最新の内容につきましては、株式会社Casaのホームページをご確認ください。

家賃だけでなく、更新料や退去時精算費用
も保証され、未収リスクがなくなります。

充実の安心保証2
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契約データのご用意

下記URLより所定のエクセルフォーマットをダウンロードし、

契約情報をご入力ください。

下記URLよりアップロードをお願いいたします。

契約データのご提出方法

https://casa-yd.jp/kzm/

オーナー様のお手続き

入居中プランご利用の流れ

契約情報のご提出 ( オーナー様→Casa )

これだけ！

ご提出いただく項目

物件情報

入居者

賃貸借契約

現在の保証人

所在地、物件名称

氏名、カナ、生年月日、電話番号

契約開始日・終了日、賃料内訳

保証会社、連帯保証人、保証人なし

既存入居者様の契約情報をご提出いただくだけ。
当社がオーナー様に代わって手続きの代行をいたします。

オーナー様

① 契約情報
ご提出

② 審査

③ 契約書の郵送

⑤ 契約書の返送

④ お手続き

⑦ 保証証書の送付

⑥ 契約完了

入居者様
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保証委託契約書に記入・捺印し、同封の
返信用封筒で Casa へ返送いただきます。

WEB で簡単に口座振替手続きを行っていただきます。

Casa にて契約手続き完了後、家賃の集金・送金を開始いたします。

契約書の記入・捺印

入居者様のお手続き

Casa よりオーナー様へ保証証書を郵送いたします

スマホでカンタン手続き

口座振替手続き

保証契約書の到着 (入居者様→Casa )

Casa より入居者様へ保証委託契約書等を郵送します。（特定記録郵便）

案内書面はオーナー様のお名前で通知いたします。
※ 送付内容の詳細は 7・8 ページをご覧ください。

保証委託契約書の郵送 (Casa→入居者様 )

Casa、入居者様のお手続き
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入居者様へのご案内
下記書類を入居者様へ郵送し、お手続きのご案内をいたします。

書類の準備・発送はすべてCasa が対応いたします。

　拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
この度、2020年4月1日からの民法改正による連帯保証人制度の
改定や、コロナ禍による万一の場合に備え、お客様に安心して
お住まいいただくために、賃貸借契約の連帯保証人に代わり
株式会社 Casa が提供する家賃保証サービスにご加入いただき
たくご案内申し上げます。

　また、本サービスのご加入に伴い、家賃のお支払い方法が変更
となります。大変お手数ではございますが、併せて口座振替の
お手続きをお願いいたします。

　なお、本サービスご契約時の費用は当方にて負担させていただ
きます。入居者様にはご契約 1年後より毎年 10,000 円の年間
保証委託料のご負担をお願いいたします。入居者様向けの特典
もご用意しておりますので、ご利用いただけますと幸いです。

Casa ハイツ 101
鈴木 一郎 様

家賃債務保証会社へのご加入について

賃貸人｜大家 花子

tel 000-0000-0000
オーナー様のお名前で
通知します。

・ Casa保証サービスへの加入
・ 家賃の支払方法の変更を
  ご説明します。

Casa 加入特典の
優待サービスをご案内

SAM
PLE

 案内文1

 保証委託契約書2

保証委託契約書

賃借人様控

Casa 控

賃貸借契約情報を予め印字いたしますので、

最小限の記入項目と捺印のみで契約手続きが

完了します。

（ご記入項目）

勤務先

緊急連絡先

入居者様

名称、電話番号

氏名、電話番号、住所

氏名
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3 契約手続きのご案内

WEB口座振替のお手続き4

重要事項説明書
個人情報取扱規程

5

保証契約書の記入・捺印方法のご案内 保証内容、年間保証委託料など重要事項のご案内

6 優待サービスパンフレット

契約者限定の優待サービスのご案内家賃のWEB口座振替手続きのご案内
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オーナー様の費用負担はございません

入居中プランでご契約いただいた入居者様の退去後、

新規入居の際は家主ダイレクトのご利用をお願いいたします。

契約の1年後から毎年、Casaより入居者様へご請求いたします
年間保証委託料： 10,000円 /  年 

初回保証委託料： 0円

毎月の家賃の引落・送金の手数料です。家賃と合わせて引落となります。

オーナー様負担費用

入居者様負担費用

対象物件
居住用物件

オーナー様の自主管理物件

現在滞納のない方（支払いが1か月以上遅延していない方）

初年度

無料

決済手数料： 550円（税込） /  月 
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賃料の減額や、賃貸借契約の更新料の免除等で
入居者様の年間保証料のご負担を吸収される
オーナー様もいらっしゃいます。

入居者の年間保証委託料の
費用負担は、利用のネックに

なるのでは？

Q6

現在振込でお支払いの場合は、振込の手間や
振込手数料がなくなります。
また、他保証会社をご利用の場合は、決済手数料
のご負担をいただいているケースが多いです。

入居者に毎月の決済手数料を

負担してもらえるでしょうか。

Q7

書類の返送がない場合、契約は成立しません。
書類発送から2か月間はCasaが入居者様へ提出
のご案内をいたします。2か月以降に契約書の
返送があった場合は、オーナー様にご連絡の
うえ、契約手続きを進めます。

入居者から保証委託契約書
が提出されなかった場合は
どうなるのでしょうか？

Q5

支払いの遅れがある場合でも、1か月以内に
支払いされている方であれば利用できます。
賃料・更新料等の未納が２か月分以上ある方には
ご利用いただくことができません。

現状、家賃滞納がある

入居者でも利用できますか？

Q1

家主ダイレクトの入居中プランに契約変更する
ことができます。

Casaの保証契約中の方を、
家主ダイレクトの入居中プラン

に変更できますか？

Q3

入居者様への案内文はCasaが作成します。
事前にオーナー様から入居者様へ
サービスご加入のご説明をいただくと
スムーズにご契約いただけます。

入居者への説明は

どうしたら良いですか？

Q2

入居者の賃貸借契約情報、保証契約や郵送に
必要な項目を、所定のエクセルファイルにご入力
いただき、アップロードをお願いいたします。
（P5参照）

オーナーが提出する内容とは、

どのようなものですか？提出方法は？

Q4

よくあるご質問よくあるご質問

原則1 棟ごとのお申込みをお願いいたします。
1 棟まるごと切り替えることで、オーナー様の
賃貸管理の効率が格段にアップします。

1部屋だけ入居中プランを

利用することはできますか？

Q8
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T38-21.03

入居者カフェ
ご契約者様専用アプリ

優待サービス チャット相談

お問合せ

株式会社 Casa 大家さんの窓口
T E L：  0120 - 791- 057
MAIL： casa.info@casa-inc.co.jp

（平日9：00～18：00）

入居中プランのお申込み

https://casa-yd.jp/kzm/

下記UR Lより契約データの
アップロードをお願いいたします。

家具、生活雑貨 お花の定期便 フードデリバリー

動画配信 ブランドバック レンタル 収納サービス

家具・雑貨 10％OFF
オーダーカーテン5％OFF

※優待特典の対象外商品がございます

31 日間無料で見放題
1,200 円分ポイントプレゼント

約50日間無料でお試し
12,000円分ポイントプレゼント

最大6ヶ月分無料
2,000円分ポイントプレゼント

毎週or 隔週 ポストにお届け
初回のみ税抜購入金額より

80%OFF

低糖質・高たんぱくの
美味しい食事を冷凍でお届け
初回限定 2,000 円OFF

入居者カフェ厳選のサービスが特典付でご利用いただけます。
またCasaへのお問合せ等、チャットで気軽にご連絡いただける
コミュニケーションツールです。

優待サービス

海外ツアーから海外航空券・ホテルまで
組み合わせ自由自在︕契約者専用特典を
多数ご用意

入居者カフェ会員限定特典
カード発行手数料0円︕月額基本料金3か
月0円︕

海外・国内旅行のお土産はご旅行前に事
前予約。ご希望日にご自宅へ宅配いたし
ます。

お掃除の仕方がわからない。家事をする
時間がない。そんなときはまとめてプロ
におまかせ︕
カジタク家事玄人

ホーム 優待 チャット MyページFAQ

体に優しいお食事をお届け

新生活を豊かに。
初回限定

2000円
OFF！


