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あらゆる人々のために、

公平で公正な社会づくりに貢献していくこと。

千葉県木更津市に本社移転

�������

J I D  G ROUP  企業墓建立
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日本初の賃貸保証事業開始
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西日本支社として、
大阪市西区北堀江に事務所開設
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J I D  SH INAGAWA  B LDG竣工
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永代供養墓建立
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賃貸保証事業開始 25  周年
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J I Dは、どなたにも差別なく、

安心して住宅に住まうことのできる

社会の実現を目指して
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安心をサポート

賃借人様
（ご契約者様）

オーナー様
（賃貸人様）

代理店様J I D

パートナー

賃 貸 保 証 シス テム は 、

信 頼 の スタ ンダード へ 。

J IDのお客様は、賃借人様です。

お客様の「安心な暮らし」を保証します。

賃借人様に対する信用をJ IDが保証しますので、

オーナー様は、安心して物件をご提供いただけます。

代理店様は、J IDにとって大切なパートナーです。

専門分野でご協力いただくことにより、賃借人様やオーナー様に対して、

変わることのない「信頼と安心」を保証することが可能となります。

※ 連帯保証人とは：主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証人。

J ID（ Japan  I Den t i f i ca t i on）の賃貸保証システムとは、

連帯保証人※に頼らなくても、賃借人様の信用を保証し、

スムーズにお部屋を借りられるシステムです。

全国に広がるJ IDネットワーク

将来にわたり安心できる企業

十分な資本力と高い自己資本比率。

J IDの将来性やコンプライアンスを精査いただいた上で、大手保

険会社など事業会社様に出資いただけています。自己資本比率

も高く、実質無借金経営を実現しています。

保証商品、サービス内容の事業戦略の根拠となるのは、実績に

裏付けられた豊富なノウハウです。

長きにわたり経験を重ねてきたからこそ、確実性の高い戦略案が

可能です。

最新の決算情報はこちら　▶▷

実績に裏付けられた根拠ある事業戦略。

全国規模で事業を展開。

J IDでは、北海道から九州まで全国に拠

点を設け、各地域の不動産業者様のニー

ズにもお応えできる体制を整えていま

す。

Network
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賃 貸 保 証 シス テム のメリット

賃貸保証システムは、お部屋を借りたい人の「信用」をJ I Dが保証し、

お部屋を貸す人とつなぐシステム。J I Dが、借りる人の連帯保証人を

お引き受けしますから、賃貸借契約において連帯保証人を立てる必要

がありません。連帯保証人の有無ではなく、ご自身の責任の範囲内で

お部屋を借りることができ、スムーズに賃貸生活を実現することが

できます。

お部屋を借りる人と貸す人をつなぐ、
安心のシステム。

メリット①メリット①

賃貸保証システムにより、国籍・職業・性別・年齢に関わらず、より

多くの方々が安心してお部屋を借りることができるようになりました。

J I Dでは、電気・ガスなどのライフラインや日常の生活に関わる不安

にもしっかりと寄り添いながら、賃貸生活をより快適に、より楽しく、

そしてより長く続けることができるようサポートします。

賃貸生活をより楽しく、そして豊かな未来へ。

メリット②

初めての賃貸生活では、契約内容についてわからないことも多く、

不安になる場合があります。J I Dでは、契約内容についての疑問や

入居中に発生したトラブル、退居の際の敷金返金や原状回復費の

ご相談までしっかりとお答えするとともに、万一の場合には、コンサル

タントという立場で問題解決に努めます。

すべての人にトラブルのない公正な契約を。

メリット③

賃 借 人 様 のメリット

債務不履行を解消するため、コンサルタントの立場で未納の原因調査、

親族・公的機関への相談、就労や転居のアドバイスなど広範囲のコンサ

ルティングやカウンセリングを行い、身内のような立場で賃借人様が正

常な状態に戻れるように手助けをします。また賃借人様・オーナー様の

原状回復等に関するトラブル防止のため、解約時の立ち会いも行いま

す。

メリット①メリット②

安定したコンサルティング力と安心の実績。

オ ー ナ ー 様 のメリット

J I Dでは賃借人様の生活や暮らしのさまざまなトラブルを防ぐための

サービスやサポート、万が一の場合の支援体制を設けています。さら

に、賃貸契約におけるトラブルによって、オーナー様の大切な資産が損

害を受けることがないよう最後まで責任を持って対応します。安心して

賃貸経営を行っていただくために、だれにとっても安全で安定して循環

する環境を整えます。

安心安全な賃貸経営をサポート。

メリット①メリット③

万一の事故発生時にも、迅速・適切に解決。

メリット①メリット①

賃借人様の連帯保証人として、「死亡」・「夜逃げや転貸」・「逮捕勾

留」など、賃借人様の責に帰すべき事由がある場合は、当然のことな

がら保証するのがJ I Dの理念です。オーナーチェンジ・管理移管の際

にも保証を継続し、万が一の場合の法務手続き、お部屋の明渡業務

や残された荷物の対応まで、責任を持って対応します。

賃貸借契約書に基づく
未納賃料等の保証

当社が認めた明渡訴訟
による裁判費用

当社が認めた残置物の
撤去・保管等の費用
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実例で見るJ IDのしごと

賃借人様（男性・50代）に家賃滞納が発生したため訪問しました。

玄関チャイムを鳴らすと、ご本人様が体を引きずりながら出ていらっしゃいました。お話を聞

くと、体調が悪いため仕事に就けず、所持金も僅かで病院にも通うことができず、必要な薬の

摂取もできていないとのことでした。家賃の件も大切でしたが、何より賃借人様の体調が心配

になり、今後の生活や通院のためにも役所へ相談するよう提案。翌日、賃借人様と役所へ行っ

て事情を説明し、保護受給が決定。賃借人様は、とても喜んでいらっしゃいました。借りていた部

屋は転居することになり、未納分は分割での支払いとなりましたが、賃借人様からは、「未納

分は約束通り必ず支払います。自分が辛いときに来てくれ、協力してくれてありがとうござい

ました。」とお礼の言葉をいただきました。日々の業務が、賃借人様の人生を救う力になってい

ることを実感したでき事でした。

日々の業務がお客様を救う力に。Episode 1

契約物件に、賃借人様は住んでおられず、離婚した元妻とお子様がお住まいでした。消費者金

融業にお勤めで役職のある賃借人様が、「養育費を支払うので賃料は入居者様（元妻）が支払

う」というお約束で契約しました。しかし、賃借人様からの養育費が途絶え、家賃滞納が発生。

賃借人様と面談をしてみると、「裁判でも何でもしてみろ！」との発言でなかなか話が前に進み

ません。家賃の回収ではなく、問題の解決に来たことを丁寧にお話しすると、金融業の役員か

ら役職を外され養育費の支払いが困難になったことを教えていただきました。入居者様とも話

し合いを行い、入居者様のお身内からもお金を借りて転居を図り、滞納賃料分はJIDが立て替

えるとの内容で話がまとまりました。1年程で完済も終えた頃、賃借人様より電話をいただき、

「今では、また養育費を支払うことができ、子供とも定期的に会えている、金融業と同じように

保証会社のトラブルがニュースになっているのを見て斜めに構えてしまった。問題を解決してく

れてありがとう。」とお礼の言葉をいただきました。社会から必要とされる企業の一員となるべ

く、業務に取り組むための励みになるお言葉でした。

社会から求められる企業をめざして。Episode 2

安心の毎日をグループ全体でサポート

より幅広い分野から、

より根本的な解決を。

私たちは賃貸保証事業にとどまらず、

J ID  GROUP全体で

理念実現に挑戦し続けます。

安心の保証サービス

各商品の詳細はこちら　▶▷
時代に合わせ、皆様のニーズを

叶える商品をご用意しております。

■申込から契約

賃貸保証委託申込 J ID -WEBからお申込みいただけます。

賃貸保証委託契約及び保証契約 J ID -WEBからご契約いただけます。

初回保証料請求 メールにて請求書をお送りいたします。

■滞納発生時

コンビニ払込票郵送
引落不能の場合、賃借人様宛にコンビニ払込票を郵送いた
します。

コンサルティング 賃料等の支払いがない場合、未納の原因調査、親族・公的
機関への相談、就労や転居のアドバイスなどを行います。

法的手続きが必要な場合 J IDが訴訟手続きに関わる事務作業を対応します。

※引落開始前や非集送金商品の場合、滞納が発生した際は事故報告が必要となります。
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J I D -WEB





お申込からご契約までを一括で完結できる
ツールをご用意しております。

代理店様専用 保証管理システム

電子契約により
WEB契約が簡単に！
電子契約により
WEB契約が簡単に！

ログインの際に、IDとパスワードによる認証に加え、認証コードを用いた二段階の認証を行っています。
また、SSL 暗号化通信方式の採用により、盗聴・情報の書き換えを防止し、高いセキュリティを実現しています。

・一切の費用が発生することなく、JID-WEBの全機能をご利用いただけます。
■登録費用も不要

・ダッシュボードにて、JID-WEB の新機能リリースやメンテナンス情報はもちろん、
申込審査状況や契約状況がひと目で確認できます。

■ダッシュボード機能 ( 最新情報のご案内 )

・インターネットに接続できるパソコンやタブレットがあれば、ご利用いただけます。
■マルチデバイス対応

・新規入会申込、更新手続き待ち等の状況を一目で確認できます。
■ダッシュボード

・届いたメールの URL を開くだけで、入電・出動報告書を
簡単に確認することができます。

■入電・出動報告書

・JIDで変更・解約依頼をした際に、HM24にも同時に依頼が可能です。
■変更・解約手続き

手続
簡単

押印
不要

電子契約のお手続き

＼下記の手続
きも WEB で可能！！／

＼ そ の 他 の 特 徴 ／

入金報告 管理会社・賃貸人変更 事故報告

JID-WEB は

『ホームマイスター24』も利用可能です！

※オーナー様には、保証契約通知書を JID-WEB よりメールで送信できる機能がございます。

代理店様 賃借人様

JID-WEBにて必要事項
を入力し、賃借人様宛に
契約締結に関する SMS
またはメールを送信

①

③JID-WEBで契約の
進捗状況を確認

契約内容承諾
約款同意
保証料支払い

SMSまたはメールが届
いたら、下記をチェック
して契約手続き完了！

②
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Moving Forward
引越しで、未来をつくる。

等身大の私が、必要とされる場所

J I D  G ROUP  一丸となって、決して立ち止まることなく
全力で事業に取り組んでいきます。

■  商 品 ラ イン ナ ッ プ

■  サ ポ ート 内 容

HM24ホームページ

あなたの笑顔を守る、
暮らしの頼れるパートナー

※商品によりサポート内容が異なります。

ホームマイスター
住まいの安心生活パートナー

24

トラブルサポート
安心生活パートナー

24

住まいレスキュー
お手軽安心住まいのサポート

24

・カギをなくしてしまい家に入れない！
・玄関のカギの調子が悪く

　 開かなくなってしまった！

・遊んでいた子供が
　誤ってガラスを割ってしまった！

・帰宅したらガラスが割られていた！
・窓ガラスにヒビが入っており危険・・・

・トイレが詰まって水が溢れてしまった！
・便器に水が流れっぱなしになっている！
・蛇口から水漏れしている！
・排水口が詰まってしまった！

　嫌な臭いがする！

安心生活パートナー

ルームアシスト
家財保険付き

住まいサポートplus
安心生活パートナー

家財総合保険
賃借人事故対応費用保険付き

カギのサポート 水まわりのサポート ガラスのサポート

etc.

J I D  GROUP

地域に密着した「人と企業を結ぶ」総合人材サポートとして皆様
のライフスタイルに合わせたお仕事をご紹介しています。

JIDインベ ホームページ

ジョブスタイル ホームページ

「地域の活性化」を大きなテーマとし、不動産にまつわる
観点から地域の発展に貢献しています。

地域のため、人の幸せのために。

MMJ ホームページ
引越しサービスや執行補助業務、賃貸アパート・マンション等
の室内残置物の撤収運搬業務を行っております。
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サステナブルな未来を目指して
社会と価値を共創します。

安心・安全な
社会への貢献
J I D は売り上げ金額の約 1 %を

社会貢献に活用します。

社会への還元

賃貸契約を
サステナブルな
ビジネスへ

未来の社会を創る魅力的な

サービスを提供します。

ステークホルダーへの還元

より良い暮らしが循環する
サステナブルな社会を目指します

部屋を借りる人の日々の暮らし、貸す人にとって資産である場所、
私たち保証会社の経営資源。ビジネスの基盤となるそれらが循環し続けると、
あらゆる人の「より良い暮らし」につながっていく。

そんな「良い暮らし」が循環する社会のため、私たちは、
住む人の安心・安全な暮らしと、貸す人の資産価値を守ることを保証します。
賃貸契約におけるどんなトラブルにも、
最後まで責任を持って向き合う意思があるから─

すべては、これからの持続可能な社会を創るため。
誰も取り残さないフェアな社会の実現を目指します。

J I D  SDG s
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毎年開催されている賃貸住宅フェアにJID GROUPのブース

を出展しています。基本の保証内容をはじめ、時代のニーズ

に合った商品やJID GROUPの保証を超えた取り組みなどを

ご案内しています。

賃貸住宅フェアにブース出展2

いつでもご相談いただける環境で、お客様・代理店様のご相

談・ご要望を把握することにより、例えば「JIDへご来店いた

だいたお客様を代理店様にご紹介する」ことも、可能になり

ます。情報を双方向で共有し、多角的な営業展開を行ってい

ます。

1 来店しやすい店舗展開

さまざまな取り組みを通じて、
サービスの推進および業務の促進を図ります。

JID  GROUPの取り組み

DX推進の取り組みとして、Web会議ツールを使用した社内

外の打ち合わせのオンライン化、RPAを用いた業務の自動

化、AIチャットボットによる問い合わせ対応などを実施して

います。

3 DX化

お客様への郵送物やリーフレットなどに関して、自社一貫体

制で制作物のデザインや印刷業務、発送まですべて行なって

います。

内製化4
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人々が安心して生活できる社会環境を提供する
企業としての取り組みを行っています。

様々な事情により、今の住居に住むことが困難になった方々

に対して、全国各地に「シェルター」となる物件を確保してい

ます。ご契約者様の生活基盤の立て直しを支援するために、

住居支援を行っています。

1 シェルター物件の確保

賃借人様が飼われていたペットが賃貸住宅に残されたまま

になるケースがあります。その際、取り残されたペットを引き

取り、飼育や里親探しを行っています。

3 ペットの引き取り

J ID  GROUPでは各社でノベルティを製作しています。ご契

約者様に生活応援グッズとして配布、自然災害などで被災さ

れた地域へ支援物資として寄贈、イベントにて来場された方

にプレゼントするなどの取り組みを行っています。

4 ノベルティグッズの配布
本社所在地近くの「西福寺」に「永代供養墓」を建立。不幸に

も賃借人様がお亡くなりになり、お身内がいらっしゃらない

場合や、賃借人様が遺骨を居室内に残されたまま行方不明

になられた場合に、故人およびご親族の遺骨をご供養させ

ていただいています。

2 永代供養墓

JID  GROUPの取り組み
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どんな時も安心して働くことのできる環境を整え、
一人ひとりのやる気を支援します。

J ID GROUP社員の家族を対象に、英会話教室や学童保育等

の運営を行っています。JIDはグループ会社も含め、教育から

未来を担う子供たちを支援しています。

1
J ID  GROUP社員のための
保育所・学童運営

昼食時や休憩時等に社員同士でコミュニケーションを取り

合ったり、本を読んで知見を増やせるよう、本社1階に休憩室

を設置しています。

2 本社に休憩室を設置

地域貢献や被災地への支援活動に参加するための有給休暇を2

日分付与しています。「困っている人がいたら、助けに行く」。JID

の根源的な精神です。

ボランティア休暇の付与4

本社隣接の敷地を、地域の皆様のコミュニティスペース「みなの

ば」として開放。水遊びができる噴水、遊具、トレーラーハウス

を利用した商業施設が並び、地域の皆様に癒しの空間をご提

供しています。

コミュニティスペース「みなのば」3

J ID  GROUPの取り組み

2120



皆様との「つながり」を大切に、
企業市民としてできる活動を行います。

JID  GROUPの取り組み

2011年  10月
東日本大震災での支援活動として
宮城県女川町へ船舶一艘を寄贈

2019年  11月
令和元年東日本台風による
災害ボランティア活動

2019年  10月
災害復興支援活動による
紺綬褒章を受章

2020年  11月
医療機関へ総額1億円寄付

2022年  3月
ひとり親家庭の方々を支援するための
BELAYERプロジェクト開始

2021年  2月
木更津市内の幼稚園・保育園へ
ステーショナリーセットを寄贈

2018年  10月
西日本豪雨
復興支援

2020年  4月
J ID  GROUP
新型コロナ支援
プロジェクト開始

2021年  4月
『アクアコイン』を

活用した地域経済活性化
のため木更津市へ総額
2,0 0 0万円を寄付

JID GROUPは、事業活動を通して
「公平で公正な社会づくり」を目指すことで、
継続的に社会に貢献します。

保証を超えて一人一人の暮らしに寄り添い、
今を共に乗り越えていきます。
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保証を超えて一人一人の暮らしに寄り添い、
今を共に乗り越えていきます。

JID  GROUPの取り組み

JID GROUP新型コロナ支援プロジェクトJID GROUP新型コロナ支援プロジェクト

JID GROUPは特定非営利活動法人 Standard Opinion Society を窓口として、

ひとり親家庭、コロナ失業により生活難となった方々への支援プロジェクトを、

2020 年４月に立ち上げ活動を開始しました。

2021 年 2月 1日より第二弾、7月 19日より第三弾の支援を実施し、

ご賛同いただける方からのクラウドファンディングによる寄付金と合わせて、

今必要なモノや情報をお届けし、助けが必要な人が孤立しないよう

精神的サポートを目的とした支援を行いました。

＼ JID GROU
P 新型コロナ支援プロジェクトとは？／

未来のために、“今” 必要な支援を。
困った時はお互いさま。
助けが必要な人が孤立しないよう精神的なサポートを大切に、
一人一人の暮らしに寄り添い、今を共に乗り越えていきます。

この度は、大変な援助を頂きありがとう御座います。家賃滞納の一

部とお米を予定しています。おかげさまで就職先も決まり、7 月か

らまた、息子とふたり再出発が出来るかと思います。一時は、もお

……ダメだと諦めた状態でしたが…息子の寝顔を見ると、やはり、

諦めきれず…フードバンクや市役所へ何度も通うようになって行く

内に気力が出て来ました。生きると言う本能なのでしょうか…。今

回は本当に助かりました。ありがとうございました。

（群馬県 50 代男性）

この様なプロジェクトを立ち上げて頂いて本当に感謝いたします。申し込

みから振り込み迄も、迅速で助かりました。もっと多くの方に知って頂い

て、支援の輪が広がる事をお祈りいたします。母子家庭の現実として、家

庭内に大人が 1 人しかおらず、子育てと両立する為に、正規の社員で働く

事が本当に難しいです。非正規の為、今回のような事があると収入が激減

してしまいます。子どもの貧困を防ぐ為にもひとり親への支援が広がって

欲しいです。支援していただいたお金は、家賃、光熱費など生活に必要な

お金に補填させていただきます。本当にありがとうございました。

（愛知県 50 代女性）

この度は支援ありがとうございました。本当に本当に嬉しいです。感

謝しています。早速、子どものミルクやらオムツ、日々必要な備品を

購入させて頂き、残ったら貯金し少しずつ大切に使います。この恩は

忘れません。ありがとうございました。

（東京都 30 代女性）

支援させていただいた方々からの感謝と応援の声
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保証を超えて一人一人の暮らしに寄り添い、
今を共に乗り越えていきます。

JID  GROUPの取り組み

お世話になっております。この度はご支援をいただきまして誠にありが

とうございました。子どもを 2 人抱えながら失業し、頼れる家族もいな

い状況でしたので、大変励みになりました。頂いたご支援金は、ただ生

活費に消えてしまってはいけないと考えております。今後は支援を受け

るだけでなく、自分が人を支援出来る側になれることを目標に、少しで

も自己投資に繋がるよう将来への勉強のために大切に使わせて頂きます。

世の中にはまだまだ「努力できる環境」すら持てない方々が沢山います。

このようなご支援がある事で、恵まれない環境下の方々に確実に光が差

すと感じました。ご活動に感謝いたします。本当に有難うございました。

（埼玉県 40 代女性）

コロナの影響で、私の仕事がなくなり正直生活するのもやっとでした。子ど

もの高校入学も控えており諦めさせるしかないかもしれないと思うほどでし

た。この度頂いた支援金にて、無事学校の物品、教科書、ワークを揃えるこ

とができました。これも支援してくださった皆さまのおかげです。助けられ

てばかりじゃなく、私も子どもも頑張っていこうと思います。特に子どもは

学校のものが揃えられたことを大変喜んでおり、新たに高校生として学生生

活を送ることに意欲を燃やしております。これも偏に…支援してくださった

方々のおかげです。この度は本当にありがとうございました。

（福島県 30 代女性）

この度は皆様からのとても貴重な支援金を頂くことが出来て申し訳なく思うと共に、感謝の気持ち

でいっぱいです。見ず知らずの方々が私たち親子を支えて下さったこと、10 歳の一人息子にも話

して聞かせました。 息子は『おかあさんよかったねぇ、ありがたいねぇ』と背中をさすってくれま

した。気づけば、息子の下着もくたびれて伸びきって、もうヨレヨレ…『ごめん、下着もいい加減

に買わなくちゃね』と言うと、『まだ着れるからいい』と。しかし学校では、身体測定や体操服に

着替える際にお友達に見えてしまい恥ずかしいと思うので、頂きました支援金で、まずは息子の下

着を一組だけ買わせてください。残りは、生活維持の為に使わせて頂ければと思います。もう住居

を失いそうな所まで来ているので、まずはそこを乗り越えさせてください。改めまして見ず知らず

の他人に善意を寄せて下さった皆様、迅速かつ親切に対応してくださった JID GROUP 新型コロ

ナ支援プロジェクトの担当者の皆様、皆様のおかげで、差し迫った不安から解放され、久しぶりに

ゆっくり眠ることが出来ました。本当にありがとうございました。皆様の善意に背くことがないよ

う、この困難を乗り越えて今度は私達がこの善意のバトンを繋げられるように頑張ります。この度

は、本当にありがとうございました。

（福岡県 40 代女性）
振り込み確認いたしました。ありがとうございました。とても、助かり

ます。このお金は、滞っていた子どもの教育費用に充てさせていただこ

うかと思っております。このプロジェクトが民間からの善意の資金で運

営されてるとの事、とても、あたたかい気持ちになりました。コロナで

先が見えない中、一筋の光のようで、もう少し頑張ってみようか、そん

な気持ちになりました。皆様に置かれましても、この様な中で頑張って

おられて、どうぞ御自愛なされてください。

（宮城県 50 代男性）

このたびは支援いただきありがとうございます。コロナ禍の中で、ど

の家庭も企業も大変な中、支援いただける事に申し訳ない気持ちと感

謝の気持ちでいっぱいです。夏休みに入り、3 人の子がいる我が家に

とって本当にありがたい支援です。大切に使わせていただきます。

（沖縄県 40 代女性）

ひとり親になって、5 年目になります。支援とは無縁で生きてきて、

この様な活動をしている方たちが居るのも知らなかったです。今回の

コロナ禍で色んな不安が押し寄せて来た時に Twitter で知り、すごく

明るい気持ちになれました。感謝しかありません。離婚でひとり親に

なり、誰にも頼ってはいけないという気持ちで生きて来ましたが、こ

ういった支援を素直にありがたく受けても良いのかなと…ひとりじゃ

ないんだなって思えます。本当にありがとうございます。

（北海道 30 代女性）
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JID財団の奨学金のポイント

JID財団ホームページ

経済的要因によって学ぶ機会を失うことがないよう、
真面目な若者へ、奨学・援助を。

「学問はより善く生きるための基礎である」

1 .道理を理解するための知識

2.能力を発揮できる健康な身体

3.人や社会に尽くすことができる心

日本賃貸保証株式会社 創業者 井坂 泰志の強い想いにより、
JID財団は2016年9月1日に設立されました。

より多くの知識を身につけることが、
幸せに生きるための第一歩なのです。
J I D財団は皆さまがより善く生きるた
めに支援します。

WHO WE ARE
わたしたちについて

BELAYER
PROJECT

助けが必要な一人ひとりのパートナーとして寄り添い、目の前にある
「困難の山」を、一緒に乗り越えていくための支援をします。

SOSホームページ

今、 必要な支援を。
誰もが自分にとっての明るい未来を描き、

全力で前に進めるように。

職業訓練事業 災害支援事業住居費助成事業 教育関連事業

仕事は、住まいに関する真のセーフティーネットです。

NPO法人 S t anda rd  Op in i on  Soc i e t y（SOS）は、誰も取り残さないフェアな社会の

実現を目指し、雇用創出・教育のサポートなどの活動を行っています。

能力も学ぶ気概もある
真面目な若者を支援します。

協力企業や、個人ボランティアの皆様と連携し、
「やる気」の実現に向け全力でバックアップします。
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賃貸保証事業開始

「真っ正直」とは、

真実そのもの

ウソをついたり、虚勢をはったり、つまらないことに神経を使わずに正々堂々と

目の前の現実にぶつかることが、よい人生を送るための一番の近道と考えます。

私は社員に対し、「今日という日を命がけで生きろ」と常日頃から話をしております。

「何のために働くのか？」「何のために生きるのか？」と、疑問を抱えている人も多く、

そんなときは、まず目の前のすべての物事に対し全力で取り組むよう勧めております。

命がけで取り組めば人としての幅も広くなり、また社会のために生きる努力は、

必ず自分自身の評価となって返ってくると信じております。

「真っ正直」に「命がけで生きる」ことにより、はじめてJID品質である本当の信頼、

安心感をご提供できるものと確信しております。

今日という日を「真っ正直」に、

生きていける社会づくりを目指してまいります。

〒292-0819  千葉県木更津市羽鳥野6丁目21番地4

日本賃貸保証株式会社
Japan Identification Co. , Ltd. （JID）

本 社 所 在 地

商 号

J I D ホームページ TO P  ▶ 会社概要  ▶ 決算情報  ▶

代 表 取 締 役

事 業 内 容 賃貸借の保証事業

1995年7月1日

梅田 真理子

JID GROUP 会長
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