
     解約通知書      ＮＯ      

下記の期日をもって賃貸借契約を解約し、物件を明け渡します。 

※印を必ずご記入下さい 

通知年月日：平成   年   月   日  最終日割発生日：平成   年    月    日 

※退去予定日（引越日）：平成  年  月  日    

※物件名：                        号室   

※駐車場契約： 有 （No.     ） ・  無        

※契約者名：              ㊞       

※現在の電話番号：                    

【退去後連絡先】 

     〒 

※住  所：                                       

※電話番号：              携帯電話番号：                    

【退去精算口座】 

※銀行名：         銀行            支店（支店番号）         

                        フリガナ：                   

 

※口座番号：（普通・当座）            口座名義：                

【アンケート】 

退去理由：転勤・新居購入・その他（      ） 

お住まいになり 

良かったと思うところ （例 スーパーが近くて良かった） 

（            ） 
改善してほしいところ （例 排水の音がする） 

（            ） 
その他・設備等 （例 エアコンが１台は設備でほしい等） 

（            ） 
ご入居頂いた皆様のご意見等を、今後のより良い管理を行うためにご参考にさせて頂きたいと 

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

受付 返却日 受付日 返却日 受付日 

  

 

 

   

株式会社コスモサービス 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-10-19 

TEL 092-474-3303  

FAX 092-474-3317 

コスモサービス使用欄 



 

 

退去に当たってのご注意事項 

【注意事項】 

①解約の受付は住居の場合、退去予定日の 30 日前までに解約通知書の必着と

なっております。 遅れますと最大 1 ヶ月賃料相当の違約金が発生しますの

で、速やかに書類の返送を願います。尚、退去のご連絡をいただいて 10 日間

を過ぎても解約通知書の返送がない場合は無効となります。 

     電話受付日 平成  年  月  日 

事業用は、退去予定日の     前までとなります。 

②電気・ガス・水道などの手続きは、お引越の前に連絡し、必ず精算を済ませ

てください。 

③引越の際に出た不用品及びゴミなどは、ゴミの日に指定袋で処分してくださ

い。置いたままにされますと処分費を請求いたします。 

④敷金（お預けの方）の精算は、通常 1 ヶ月ほどかかります。 

⑤代理人への敷金精算はお断りしていますので、必ず契約者ご本人の口座をご

連絡ください。 

⑥引越が遅延することがあれば、理由の如何を問わず発生した損害を賠償して

いただきます。 

⑦現在、家賃を自動送金（口座引落しの場合は不要です）で入金しておられる

方は、その手続きをご自分で解約してください。ご不明な場合は当社へご連絡

ください。 

⑧解約通知書は、記入して当社に到着後からの日割発生日となります。 

⑨退去時立会いを、下記のいずれかの業者にて行います。業者より立会い日

時のお電話をさせていただきます。 

   □有限会社トップワン    （092-918-2186） 

   □西管メンテナンス株式会社 （092-623-5582） 

 

 

 

株式会社コスモサービス 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-10-19 

TEL092-474-3303 FAX092-474-3317 

 

 



 

退去に当たってのご注意事項 

【注意事項】 

①解約の受付は住居の場合、退去予定日の 30 日前までに解約通知書の必着と

なっております。 遅れますと最大 1 ヶ月賃料相当の違約金が発生しますの

で、速やかに書類の返送を願います。尚、退去のご連絡をいただいて 10 日間

を過ぎても解約通知書の返送がない場合は無効となります。 

     電話受付日 平成  年  月  日 

事業用は、退去予定日の     前までとなります。 

②電気・ガス・水道などの手続きは、お引越の前に連絡し、必ず精算を済ませ

てください。 

③引越の際に出た不用品及びゴミなどは、ゴミの日に指定袋で処分してくださ

い。置いたままにされますと処分費を請求いたします。 

④敷金（お預けの方）の精算は、通常 1 ヶ月ほどかかります。 

⑤代理人への敷金精算はお断りしていますので、必ず契約者ご本人の口座をご

連絡ください。 

⑥引越が遅延することがあれば、理由の如何を問わず発生した損害を賠償して

いただきます。 

⑦現在、家賃を自動送金（口座引落しの場合は不要です）で入金しておられる

方は、その手続きをご自分で解約してください。ご不明な場合は当社へご連絡

ください。 

⑧解約通知書は、記入して当社に到着後からの日割発生日となります。 

⑨退去時立会いを、下記の業者にて行います。業者より立会い日時のお電話

をさせていただきます。 

 

   □（有）順子デザイン工務社 （092-722-0258） 

 

 

 
株式会社コスモサービス 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-10-19 

TEL092-474-3303 FAX092-474-3317 

 

 



 

退去に当たってのご注意事項 

【注意事項】 

①解約の受付は住居の場合、退去予定日の 30 日前までに解約通知書の必着と

なっております。 遅れますと最大 1 ヶ月賃料相当の違約金が発生しますの

で、速やかに書類の返送を願います。尚、退去のご連絡をいただいて 10 日間

を過ぎても解約通知書の返送がない場合は無効となります。 

     電話受付日 平成  年  月  日 

事業用は、退去予定日の     前までとなります。 

②電気・ガス・水道などの手続きは、お引越の前に連絡し、必ず精算を済ませ

てください。 

③引越の際に出た不用品及びゴミなどは、ゴミの日に指定袋で処分してくださ

い。置いたままにされますと処分費を請求いたします。 

④敷金（お預けの方）の精算は、通常 1 ヶ月ほどかかります。 

⑤代理人への敷金精算はお断りしていますので、必ず契約者ご本人の口座をご

連絡ください。 

⑥引越が遅延することがあれば、理由の如何を問わず発生した損害を賠償して

いただきます。 

⑦現在、家賃を自動送金（口座引落しの場合は不要です）で入金しておられる

方は、その手続きをご自分で解約してください。ご不明な場合は当社へご連絡

ください。 

⑧解約通知書は、記入して当社に到着後からの日割発生日となります。 

⑨退去時立会いは、当社よりお電話をさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社コスモサービス 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-10-19 

TEL092-474-3303 FAX092-474-3317 

 

 



退去に当たってのご注意事項 

【注意事項】 

①解約の受付は住居の場合、退去予定日の 30 日前までに解約通知書の必着と

なっております。 遅れますと最大 1 ヶ月賃料相当の違約金が発生しますの

で、速やかに書類の返送を願います。尚、退去のご連絡をいただいて 10 日間

を過ぎても解約通知書の返送がない場合は無効となります。 

     電話受付日 平成  年  月  日 

事業用は、退去予定日の     前までとなります。 

②電気・ガス・水道などの手続きは、お引越の前に連絡し、必ず精算を済ませ

てください。 

③引越の際に出た不用品及びゴミなどは、ゴミの日に指定袋で処分してくださ

い。置いたままにされますと処分費を請求いたします。 

④敷金（お預けの方）の精算は、通常 1 ヶ月ほどかかります。 

⑤代理人への敷金精算はお断りしていますので、必ず契約者ご本人の口座をご

連絡ください。 

⑥引越が遅延することがあれば、理由の如何を問わず発生した損害を賠償して

いただきます。 

⑦現在、家賃を自動送金（口座引落しの場合は不要です）で入金しておられる

方は、その手続きをご自分で解約してください。ご不明な場合は当社へご連絡

ください。 

⑧解約通知書は、記入して当社に到着後からの日割発生日となります。 

⑨退去時立会いを、下記の業者にて行います。業者より立会い日時のお電話

をさせていただきます。 

   □株式会社システムハウス （092-585-1202） 

 

 

 

 

 

株式会社コスモサービス 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-10-19 

TEL092-474-3303 FAX092-474-3317 

 

 



退去に当たってのご注意事項 

【注意事項】 

①解約の受付は住居の場合、退去予定日の 30 日前までに解約通知書の必着と

なっております。 遅れますと最大 1 ヶ月賃料相当の違約金が発生しますの

で、速やかに書類の返送を願います。尚、退去のご連絡をいただいて 10 日間

を過ぎても解約通知書の返送がない場合は無効となります。 

     電話受付日 平成  年  月  日 

事業用は、退去予定日の     前までとなります。 

②電気・ガス・水道などの手続きは、お引越の前に連絡し、必ず精算を済ませ

てください。 

③引越の際に出た不用品及びゴミなどは、ゴミの日に指定袋で処分してくださ

い。置いたままにされますと処分費を請求いたします。 

④敷金（お預けの方）の精算は、通常 1 ヶ月ほどかかります。 

⑤代理人への敷金精算はお断りしていますので、必ず契約者ご本人の口座をご

連絡ください。 

⑥引越が遅延することがあれば、理由の如何を問わず発生した損害を賠償して

いただきます。 

⑦現在、家賃を自動送金（口座引落しの場合は不要です）で入金しておられる

方は、その手続きをご自分で解約してください。ご不明な場合は当社へご連絡

ください。 

⑧解約通知書は、記入して当社に到着後からの日割発生日となります。 

⑨退去時立会いを、下記の業者にて行います。業者より立会い日時のお電話

をさせていただきます。 

□  株式会社グッドホーム （092-582-3331） 

 

 

 

 

 

株式会社コスモサービス 

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-10-19 
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