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賃貸借契約書 

 

     （以下「甲」という。）とアムスホテルズ株式会社（以下「乙」とい

う。）は、甲を賃貸人とし、乙を賃借人として、別紙物件目録記載の各不動産（以

下「館山リゾートホテル」という。）の甲の共有持分９９９分の１を目的とする、

以下の内容の賃貸借契約を、締結する。 

 

１ 賃料 

  共有持分９９９分の１あたり年５万円（消費税等及び地方消費税別途）  

２ 賃貸借期間 

  本日から平成３５年１２月３１日まで 

  但し、甲または乙から他方に対して、期間満了の３か月前までに異議の申出が

ない限り、更に３年間、本契約と同一の内容で更新されるものとし、その後も同

様とする。 

３ 賃料の支払方法 

  毎年１月１日から１２月３１日までの賃料を、翌年１月３１日限り、甲の指定

する銀行口座に振り込む方法により支払う。但し、振込手数料は乙の負担とする。 

４ 使用目的 

  乙は、館山リゾートホテルをホテル等の宿泊施設及びそれに付随する業務以外

の目的に使用してはならない。  

５ 転貸承諾 

  甲は、乙に対し、乙がその指定するホテル営業者に館山リゾートホテルを転貸

し、ホテル営業を委託することを包括して承諾する。  

６ 公租公課 

  固定資産税等の公租公課は、甲が自ら支払い、仮に、乙において立替払いした

ときは、甲は乙に直ちにその立替金を支払う。  
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７ 電気・ガス・水道料金等 

  電気・ガス・水道等の使用料（基本料金を含む）は、乙が負担する。 

８ 修繕積立金 

 (１)甲と乙は、甲は、乙に対して、館山リゾートホテルの将来の修繕に備える積

立金を支払わないことを確認する。 

 (２)乙は、緊急やむを得ない場合を除き、修繕をなす前に、あらかじめ甲に対し

て工事内容を説明し、甲にその妥当性を検討させたうえ、甲と真摯に協議する。 

 (３)甲と乙は、館山リゾートホテルの修繕費に関して、別途協議する。  

９ 損害保険料 

  館山リゾートホテルに係る損害保険の付保手続は乙がなすが、手続をなす前に、

あらかじめ甲に対して付保する保険の内容を説明し、甲にその妥当性を検討させ

たうえ、甲と真摯に協議する。 

乙は、実際に付保手続をなし、かつ、自ら損害保険料を支払った後、甲に対し

てその共有持分割合に応じた費用償還請求をなすことができる。 

１０ 什器備品の備え付け 

  乙は、館山リゾートホテル内にホテル営業に必要な什器備品を備え付けること

ができる。 

１１ 修繕 

  乙は、自己またはその指定する者の責めに帰すべき事由により、館山リゾート

ホテルに損害を与えたときは、乙の責任においてこれを補修しなければならない。 

１２ 通知 

  甲は、自らの共有持分を第三者に譲渡するときは、速やかに乙に対して書面で

通知しなければならない。 

１３ 過去の賃料相当損害金・立替金の精算  

  甲は、乙に対し、本日までに発生した賃料相当損害金を放棄し、乙は、甲に対

し、本日までに立て替えた固定資産税、修繕費用の償還請求権その他一切の請求
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権を放棄し、お互いに請求しない。  

１４ 管轄 

  甲と乙は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とす

る。 

    

                以  上 

  平成３０年  月  日 

                      

       （賃貸人）甲 住 所  

       

              氏 名  

 

（賃借人）乙 住 所 東京都豊島区東池袋１丁目１５番１２号  

               

商 号 アムスホテルズ株式会社 
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（別紙） 

 

物件目録 

 

１ 所在   館山市小沼字居下 

  地番   ３５２番２ 

  地目   宅地 

  地積   ７２５８．９３㎡ 

２ 所在   館山市小沼字居下 

  地番   ３６１番 

  地目   宅地 

  地積   ５２５．６０㎡ 

３ 所在   館山市小沼字平砂浦 

  地番   ３７１番３７ 

  地目   宅地 

  地積   ６７１．７８㎡ 

４ 所在   館山市小沼字平砂浦 

  地番   ３７１番１８０ 

  地目   宅地 

  地積   ８９．４８㎡ 

５ 所在   館山市小沼字平砂浦 

  地番   ３７１番１９７ 

  地目   宅地 

  地積   １３５．８５㎡ 

６ 所在   館山市小沼字平砂浦 

  地番   ３７１番２００ 
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  地目   宅地 

  地積   ７２１３．１４㎡ 

７ 所在   館山市小沼字居下 

  地番   ３５２番４ 

  地目   宅地 

  地積   １３８．５９㎡ 

８ 所在   館山市小沼字平砂浦 

  地番   ３７１番２０１ 

  地目   宅地 

  地積   ２４８．２７㎡ 

９（主である建物の表示） 

所在   館山市小沼字居下３５２番地２、３６１番地    

       館山市小沼字平砂浦３７１番地２００、３７１番地３７、３７１番

地１９７ 

家屋番号 ３５２番２ 

種類   旅舘 

構造   鉄筋コンクリート造瓦葺地下１階付４階建 

       １階    ８２５．７０㎡ 

       ２階   １２８３．７２㎡ 

       ３階   １２８３．７２㎡ 

       ４階   １２６９．５３㎡ 

       地下１階   ２１．５０㎡ 

 （附属建物の表示） 

  符号   １ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺２階建 
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  床面積  １階     ７３．７２㎡ 

       ２階     ７２．９３㎡ 

 符号   ２ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺３階建 

  床面積  １階     ６１．７６㎡ 

       ２階     ６１．７６㎡ 

       ３階     ３８．９６㎡ 

 符号   ３ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺３階建 

  床面積  １階     ６１．７６㎡ 

       ２階     ６１．７６㎡ 

       ３階     ３８．９６㎡ 

 符号   ４ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺２階建 

  床面積  １階     ７３．７２㎡ 

       ２階     ７２．９３㎡ 

 符号   ５ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺３階建 

  床面積  １階     ７５．７２㎡ 

       ２階     ７１．４８㎡ 

       ３階     ６８．９６㎡ 

 符号   ６ 
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  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺３階建 

  床面積  １階     ６６．３６㎡ 

       ２階     ６６．３６㎡ 

       ３階     ６６．３６㎡ 

 符号   ７ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺３階建 

  床面積  １階     ６６．３６㎡ 

       ２階     ６６．３６㎡ 

       ３階     ６６．３６㎡ 

 符号   ８ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺３階建 

  床面積  １階     ７５．７２㎡ 

       ２階     ７１．４８㎡ 

       ３階     ６８．９６㎡ 

 符号   ９ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺２階建 

  床面積  １階     ６６．６０㎡ 

       ２階     ６６．６０㎡ 

 符号   １０ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺２階建 

  床面積  １階     ６６．６０㎡ 
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       ２階     ６６．６０㎡ 

 符号   １１ 

  種類   旅舘 

  構造   鉄筋コンクリート造瓦葺２階建 

  床面積  １階     ３２．８０㎡ 

       ２階     ３２．８０㎡ 

 

                               以  上 


