
すべての項目をご記入ください。

各項目を記入すると同時に、提出する書類の引用部分を枠で囲ってください。

■　賃貸人情報 ■管理会社情報
【賃貸借契約または同等の書類に記載のある賃貸人情報】 【管理会社（賃貸人に代わって資料を受領する者）がある場合】

【現在の賃貸人情報】

申請者と賃借人が一致している

名義不一致理由

令和２年　　　月　　　日

　　　-
　              都道府県            　　　　　市区町村

※「その他」の場合、理由を記入
　「改正」の場合、旧姓を記入

ビル・マンション名

番地

住所

郵便番号

賃貸人氏名（法人名）フリガナ

□　あり
 (以下「管理会社」を記入）

 賃貸借情報記入シート①

管理会社の有無

管
理
会
社

電話番号（ハイフンなし）

ビル・マンション名

番地

住所

郵便番号

賃貸人氏名（法人名）フリガナ

賃貸人氏名（法人名）

賃貸人氏名（法人名）フリガナ

2020年４月1日から申請日までの間に、賃貸借契
約期間以外の項目の改訂または他の物件への引
越などがありましたか？

□　あり

住所

郵便番号

開業日（設立年月日）

□　なし

ビル・マンション名

番地

名義不一致理由

□　なし
 (「賃借人情報」へ)

※「その他」の場合、理由を記入
　「改正」の場合、旧姓を記入

　              都道府県            　　　　　市区町村

　　　-

賃貸人氏名（法人名）

電話番号（ハイフンなし）

番地

住所

ビル・マンション名等

□ 社名変更　　　□ 合併等　　　□ 法人成り
□ 事業承継　　　□ 改性　　　 　□ 所有権移転
□ その他

　              都道府県            　　　　　市区町村

　　　-

　              都道府県            　　　　　市区町村

■賃借人情報

賃貸人氏名（法人名）

　　　-

今の賃貸人と契約書に書かれている賃貸人が一
致している

　□　はい
　(「管理会社情報」へ）

　□　いいえ
　(以下「現在の賃貸人」と【賃貸借様
式４】を記入)

□　はい
(「賃貸借情報記入シート②」へ)

□　いいえ
 (以下「賃借人」と【賃貸借様式

５】を記入)

□ 社名変更　□ 合併等　□ 法人成り
□ 事業承継　□ 改姓　□その他

賃
貸
人

電話番号（ハイフンなし）

郵便番号

賃貸人氏名（法人名）フリガナ

賃貸人氏名（法人名）

現
在
の
賃
貸
人

「賃貸借関連情報記入シート」及び「賃貸借様式」の記載方法については、国の
「家賃支援給付金 申請補助シート記入説明書（賃貸借関連）」を御参照ください。
（https://yachin-shien.go.jp）



共通

すべての項目をご記入ください。

各項目を記入すると同時に、提出する書類の引用部分を枠で囲ってください。

■ 物件情報 （複数物件ある場合は「賃貸借情報記入シート③」に記入)

 

■ 本契約内の賃貸料

【2020年5月31日時点の賃貸借契約書上の賃料及び共益費・管理費 (税込)】

（土地の場合）□ 宅地 □ 農地 □ その他 

□ 土地

注3

賃料 ★注2★注3 (月額)        円 共益費・管理費

■ 賃料の支払情報

支払方法 □ 月払 □ それ以外(年払・半年払等)

【過去1ヶ月以内に支払った賃料及び共益費・管理費(税込)】

提出書類に記載の日付をご記入ください。注4

複数の物件を賃貸されている場合、合計金額をご記入ください。複数月分の賃料等をまとめて支払って
いる場合には、当該申請日の直前の支払い（当該申請日の属する月分に相当する賃料等を含むものに限
る。）で支払った当該賃料等の１月平均の額を基準額とします。

    -

        都道府県        市区町村

賃料及び共益費・
管理費の支払日

★注2★注4
西暦      年      月      日

(月額)       円

※「その他」の場合、理由を記入

用途 (使用目的)
※「物件の種類」で土地・建物″両方″を選択
された場合は主な使用目的を１つ選択ください

ビル・マンション名

（建物の場合）□ 事務所 □ 小売り・飲食
□ 居宅・共同住宅 □ 工場・倉庫 □ その他

□ はい □ いいえ

□ いいえ

□ 建物 □ 両方

□ はい
契約期間      ★注１

注2

この物件は自宅兼店舗・自宅兼事務所ではない

この物件は部分的に転貸をしていない

物件の種類
(土地か建物かを選択してください)

物件名 (任意)

★注2
(月額)       円

★注2

共益費・管理費
(月額)       円

□ 売上に応じて賃料の金額が変わる

※売上に応じて賃料の金額が変わる場合は2020年5月分の支払実績

郵便番号

住所

番地

賃貸借情報記入シート②

賃貸借契約書に記載されている申請日以降の契約終了日をご記入ください。
契約開始日が2020年5月31日より前で、申請日までの間に契約が更新/改訂されており、新たな契約書をお持ちの場合は、新たな賃

貸借契約書に記載されている契約終了日をご記入ください。

1ヶ月分に相当する金額を記入し、共益費・管理費がない場合は、″賃料″欄のみご記入ください。自宅兼店
舗、自宅兼事務所などの場合、事業所の地代・家賃として税務署申請している金額のみご記入ください ※過去2ヶ月前、または3ヶ月前の賃料などの支払いの免除・猶予を受けている場合、【賃貸借様式６】をご記入く

ださい。

賃料

売上に応じて賃料の金額が変わる場合
は□に✓を入れてください

■ 契約情報

注 1

西暦      年      月      日

西暦      年      月      日から

西暦      年      月      日まで

※契約期間が更新されていても、賃借契約書などに記載の契約期間が2020年5月31日と申請日を含まない場合、【賃貸借
様式３】をご記入ください。

申請日までの間に契約を更新しました
か？

□ はい □ いいえ

契約締結日



※「その他」の場合、理由を記入

（土地の場合）□ 宅地 □ 農地 □ その他 

  -

都道府県     市区町村

（建物の場合）□ 事務所 □ 小売り・飲食
□ 居宅・共同住宅 □ 工場・倉庫 □ その他

物件名 (任意)

郵便番号

住所

番地

ビル・マンション名

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

□ 土地 □ 建物 □ 両方

用途(使用目的)              ※
「物件の種類」で土地・建物″両方″を選択さ
れた場合は主な使用目的を１つ      選
択ください

物件の種類               (土
地か建物かを選択してください)

※「その他」の場合、理由を記入

□ はい □ いいえ

□ はい □ いいえ

□ 土地 □ 建物 □ 両方

ビル・マンション名

番地

住所

郵便番号

物件の種類               (土
地か建物かを選択してください)

（建物の場合）□ 事務所 □ 小売り・飲食
□ 居宅・共同住宅 □ 工場・倉庫 □ その他

（土地の場合）□ 宅地 □ 農地 □ その他 

  -

都道府県     市区町村

物件名 (任意)

用途 (使用目的)
※「物件の種類」で土地・建物″両方″を選択
された場合は主な使用目的を１つ
選択ください

■ 物件情報 4

■ 物件情報 3

この物件は自宅兼店舗・自宅兼事務所
ではない

この物件は部分的に転貸をしていない

番地

住所

郵便番号

物件名 (任意)

用途 (使用目的)
※「物件の種類」で土地・建物″両方″を選択
された場合は主な使用目的を１つ
選択ください

（建物の場合）□ 事務所 □ 小売り・飲食
□ 居宅・共同住宅 □ 工場・倉庫 □ その他

（土地の場合）□ 宅地 □ 農地 □ その他 

※「その他」の場合、理由を記入

■ 物件情報 5

この物件は自宅兼店舗・自宅兼事務所
ではない

この物件は部分的に転貸をしていない

物件の種類               (土
地か建物かを選択してください)

■ 物件情報 2

この物件は自宅兼店舗・自宅兼事務所
ではない

□ はい □ いいえ

この物件は部分的に転貸をしていない

□ 両方

物件名 (任意)

この物件は部分的に転貸をしていない □ はい

□ 建物 □ 両方

都道府県     市区町村

  -

□ はい □ いいえ□ いいえ

賃貸借情報記入シート③ 共通

この物件は自宅兼店舗・自宅兼事務所
ではない

□ はい □ いいえ

ビル・マンション名

用途 (使用目的)
※「物件の種類」で土地・建物″両方″を選択
された場合は主な使用目的を１つ
選択ください

（建物の場合）□ 事務所 □ 小売り・飲食
□ 居宅・共同住宅 □ 工場・倉庫 □ その他

（土地の場合）□ 宅地 □ 農地 □ その他 

ビル・マンション名

※「その他」の場合、理由を記入

郵便番号   -

住所 都道府県     市区町村

番地

物件の種類               (土
地か建物かを選択してください)

□ 土地 □ 土地 □ 建物


