家具と家電のレンタル & リース

法人様用

R E N TA L & L E A SE
Easily and Quickly.
手間をかけずに、時間をかけずに。

CASE1

CASE2

CASE3

単身赴任や

寮・社宅を

新入社員の

海 外 スタッフ の 方 向 け に

家具・家電付きに

社内研修の際に
Company housing
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オススメ

RENTAL ＆ LEASE

法人様用

セ ット プ ラ ン

4

点 セット
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点 セット
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点 セット

点 セット

SET PLAN

手 間 を か け ず に 、時 間 を か け ず に 、
快 適 な 住 空 間 づくりを サ ポ ー ト 。

ELECTRIC

新生活にほしい家電をセレクト

必要最低限の家電をご用意
冷蔵庫（ 110 〜140Lクラス）
・洗濯機（ 4.5ｋｇクラス）
・電子レンジ（単機能）

急な引っ越しも余裕のスタート

液晶テレビ 32 型

FURNITURE

暮らしには欠かせない家電製品を豊富にラインナップ

手ぶらで始める充実の新生活

シングルベッド（パイプ）

ローテーブル・カーテンH200cm（ドレープのみ）

どんなお部屋にもなじみやすいシンプルなファニチャー

季節
商品

冷蔵庫（110〜140Lクラス・2ドア）
W480 D557 H1160mm
定格内容積：110〜140L
（冷凍室43L・冷蔵室75L）

冷蔵庫（141〜160Lクラス・2ドア）
W510 D590 H1277mm
定格内容積：141〜160L
（冷凍室50L・冷蔵室110L）

洗濯機（4.5㎏クラス）

洗濯機（7.0㎏クラス）

電子レンジ（単機能）

オーブンレンジ

ダイニングテーブル（2人用）

ダイニングテーブル（4人用）

ダイニングチェアー

ローテーブル

コタツテーブル

ソファー（2人掛け）

W525 D500 H890mm
標準使用水量：約90L
消費電力
（50Hz/60Hz）
：300W/320W

W565 D550 H965mm
標準使用水量：約113L
消費電力
（50Hz/60Hz）
：320W/380W

W458 D354 H286mm
総庫内容量：16〜20L
消費電力：1300W
出力：500/650W相当

W450 D365 H290mm
電子レンジ出力：500W・200W相当
ヒーター出力：オーブン1180W/
グリル1180W

Ｗ800 Ｄ800 Ｈ700mm程度
カラー：ナチュラル/ブラウン

Ｗ1300 Ｄ800 Ｈ700mm程度
カラー：ナチュラル/ブラウン

Ｗ400 Ｄ500 Ｈ800mm程度
カラー：ナチュラル/ブラウン

Ｗ800 Ｄ400 Ｈ320mm程度
カラー：ナチュラル/ブラウン

Ｗ750 Ｄ750 Ｈ385mm
消費電力：300W

W1400 D800 H750（SH400）mm
程度
カラー：アイボリー

※こたつ布団はついておりませんので、
ご希望の方は別途ご相談ください。

※テレビスタンドのみのご注文時は
対応テレビか必ずご確認ください。

オーブントースター

液晶テレビ 32 型

テレビスタンド

テレビ台

DVDプレイヤー

ブルーレイレコーダー（1TB）

シングルベッド（パイプ）

シングルベッド

セミダブルベッド

寝具セット（シングルベッド用/

Ｗ730 Ｄ193 Ｈ479mm
地上デジタル、BS・110度CSデジタル

W700 D460 H1010〜1210mm
棚板1枚付 耐荷重5kg/枚
棚板：W470 D415
カラー：ナチュラル/ブラウン
テレビ対応サイズ：32〜80インチ/50㎏

Ｗ890 Ｄ350 Ｈ420mm
カラー：ナチュラル/ブラウン

Ｗ330 Ｄ214 Ｈ43mm
再生ディスク：DVD、
DVD-R/-RW

Ｗ430 Ｄ179 Ｈ42mm
HDD容量：1TB
録画目安時間：約1350時間

W1000 D2050 H720（MH450）mm
程度

W1000 D2000 Ｈ660mm程度
床板：布床板
カラー：ナチュラル/ダークブラウン
マットレス付

W1300 D2000 Ｈ660mm程度
床板：布床板
カラー：ナチュラル/ダークブラウン
マットレス付

セミダブルベッド用）

寝具セット（敷布団/

W312 D271 H224mm
消費電力：1000W

[セット内容]
枕/枕カバー/掛け布団/掛け布団カバー/
シーツ/敷きパッド/毛布

[セット内容]
枕/枕カバー/掛け布団/掛け布団カバー/
敷き布団/敷き布団カバー/毛布

食器棚（大）

食器棚（小）

デスクセット

チェアー

カーテン（2枚組）

レースカーテン（2枚組）

W600 D400 H1800mm程度
棚板枚数：固定棚1枚・可動棚2枚
カラー：ホワイト

W600 D400 H890mm程度
棚板枚数：
可動棚2枚・スライドテーブル1枚
カラー：ホワイト/ナチュラル/ブラウン

デスク：Ｗ1100 Ｄ450 Ｈ730mm程度
ワゴン：Ｗ400 Ｄ400 Ｈ580mm程度
カラー：ナチュラル/ブラウン

W600 D600 H900〜1000mm程度
座面：布張り(ポリエステル)
脚：キャスター付
カラー：ブラック

W100 H135㎝
W100 H178㎝
W100 H200㎝
ポリエステル100%/遮光/防炎/
ウォッシャブル
カラー：ベージュ/ブラウン

W100 H133㎝
W100 H176㎝
W100 H198㎝
ポリエステル100%/防炎/
ウォッシャブル

※CS・BSの視聴にはオプションにて
分波器をご購入ください。

コンセント
（100V ）
が必要

※録画機能はありません。

※HDMIケーブル付

炊飯器（5.5合炊き）

IHコンロ（1口）

IHコンロ（2口）

掃除機

Ｗ159 Ｄ231 Ｈ211mm
質量：0.97㎏ 容量：1.0Ｌ
定格消費電力：1300Ｗ

Ｗ252 Ｄ349 Ｈ215mm
容量：1〜5.5合

Ｗ240 Ｄ285 Ｈ65mm
電源
（50/60㎐共用）
：AC100V
消費電力：1000W
コードの長さ：約1.5m

Ｗ560 Ｄ400 Ｈ60mm
電源
（50/60Hz共用）
：AC100V
消費電力：1400W
コードの長さ：約2.5m

Ｗ263 D342 H214mm
吸引仕事率：240W

サイクロンスティック
クリーナー
コードレススティック時：
Ｗ260 Ｄ192 Ｈ1045mm
ハンディ時：Ｗ98 Ｄ460 Ｈ113mm
充電時間：約4時間
充電使用時間：最大20分

季節
商品

※専用リモコン付

スチームアイロン

アイロン台

衣類スチーマー

ヘアードライヤー

デスクスタンド

W113 D256 H135mm
消費電力：1000W
コードの長さ：約1.9m

W600 D180 H370mm

W70 D150 H150mm
消費電力：950W
コードの長さ：約2.5m
スチーム持続時間：約4分連続スチーム

W157 D79 H217mm
消費電力：1200W

W250 D155 H400mm
電源コード：約1.7m
転倒時消灯スイッチ付

照明器具（シーリングライト）

オプション商品一覧
※オプション商品のみのご利用はできかねます。

季節
商品

季節
商品

季節
商品

・ 洗濯機カバー M

・ 洗濯機用かさ上げ台（約 4.5 ㎝上げ）

・ 洗濯機排水延長ホース（1m）

・ 延長コード（3 口・2m）

・ アンテナ分波器（4K・8K 対応 TV 用）

※専用リモコン付

エアコン（6〜9畳用）

セラミックファンヒーター（大）

セラミックファンヒーター（小）

扇風機

空気清浄機（15畳クラス）

スチーム式加湿器（6〜10畳用）

室内機：W799 D237 H290mm
室外機：W699 D249 H538mm
畳数目安：暖房6〜8畳・冷房6〜9畳

Ｗ480 Ｄ150 Ｈ410mm
消費電力
（50/60 Hz）
：
[パワフル]1200W/1100W
[暖房]1100W [節電]700W

W254 D126 H375mm
消費電力
（50/60Hz）
：
[強]1250/1180W、
[弱]750/680W

Ｗ360 Ｄ350 H670-880mm
消費電力
（50/60㎐）
：31W/35W

W400 Ｄ133 Ｈ424mm
消費電力：41〜14W
適用畳数：15畳程度

Ｗ290 Ｄ170 Ｈ265mm
消費電力：280/140Ｗ切替
適合床面積：6〜10畳程度

LEASE

レンタルプラン

リースプラン

1ヶ月〜ご利用月数

1年／ 2 年／ 3 年／4 年（ 1年単位 ）

メンテナンス・クリーニング済みのリユース商品

新品

ご契約成立日から最短 4 営業日

ご契約成立日から約 7〜10 営業日

中途解約

可

解約料はありません。

原則不可

延長

可

月額レンタル料と同額で1ヶ月ごとの延長が可能です。

可

ご利用期間

商品お届け目安
※専用リモコン付

・ 洗濯機給水延長ホース（2m）

（6〜8畳用）
ＷΦ560 Ｈ144mm
カバー材質：アクリル

商品

※標準配管5mまでの取付・撤去工事費込み

W800 D400 H650mm
3段程度
カラー：ナチュラル/ブラウン

季節商品 ： 時期によっては、ご用意が難しい場合もございます。予めご了承ください。

RENTAL
季節
商品

チェスト

コンセント
（100V ）
が必要

電気ケトル

季節
商品

パイプベッド用・シングルサイズ）

※サイズアップのご相談も一部お受けできる場合がございます。

解約料あり、
残リース分ご一括でのお支払いとなります。

月額リース料の半額で1ヶ月ごとの延長が可能です。

※商品のメーカーや機種、色の指定はできません。
（リースのみ色指定可）
※在庫状況により、掲載商品と同等品を出荷させていただく場合もございますので、予めご了承ください。

ご注 意 事 項

※ご利用期間中の商品の不具合は、すべて当社にて対応させていただきます。
但しお客様の不備による商品の破損・汚損等につきましては実費をご請求させていただく場合もございます。
※ご契約期間は月単位となります。日割りはできかねますので、予めご了承ください。
※ご契約期間は賃貸借契約書に記載の期間となります。
契約書締結後にお客様のご都合により商品設置日が遅れた場合でも、ご契約期間の変更はございませんので、予めご了承ください。
※納品前でもご成約後のキャンセルは、キャンセル料が発生いたします。キャンセル料については営業担当にお問い合わせください。
※レンタル契約での消費税及び地方消費税は法改正により税率が変更になった場合、施行月より適用させていただきます。
※各サービスの金額詳細は営業担当にお問い合わせください。

延長・中途解約 について
レンタルプランを延長される場合

リースプランを延長される場合

レンタルプラン契約期間満了後に、引き続き契約を延長される場合の延長料金は、

リースプラン契約期間満了後に、引き続き契約を延長される場合の延長料金は、

当初ご契約の月額レンタル料と同額でのご利用となります。
※原則、満了の1週間前までにご連絡がない場合は1ヶ月ごとの自動延長となります。

※原則、満了の1週間前までにご連絡がない場合は1ヶ月ごとの自動延長となります。

例

当初ご契約の月額リース料の半額にてご利用いただけます。

〈 基本料金：2,000 円、月額レンタル料：1,200円 〉
を契約していた場合

〈 月額リース料：10,000 円／契約期間：2年（24ヶ月）〉
を契約していた場合

例

延長料金＝月額レンタル料＝ 1,200 円

当初契約
月額リース料
1〜24ヶ月

延長
月額リース料
25ヶ月〜ご契約終了まで

10,000 円

レンタルプランを中途解約される場合

5,000 円

レンタルプランはご利用期間分のお支払いとなりますので、ご契約期間中に

50%OFF

中途解約されても、解約料はいただきません。

月額 10,000 円
例

当初6ヶ月のレンタルプランをご契約で、
ご契約開始日から3ヶ月後に解約された場合、
お支払いいただく金額は3ヶ月分のみとなります。

月額 5,000 円
当初契約期間：2年間
（24ヶ月）

お申し込み期間・金額
お支払い済みレンタル料
▲ご 契 約 開 始日

リースプランを中途解約される場合

解約料不要

中 途 解 約日▲

延長

（25ヶ月〜ご契約終了まで）

リースプランをご契約期間中に中途解約される場合は、解約料として残リース料

ご 契 約 満了日▲

相当額が発生します。

配送について
全国の配送センターからご希望の場所へ直送

【 窓口のご案内】
受付時間/9：00〜18：00

全国の配送センターより、北海道・沖縄・離島をのぞく
本州・四国・九州までご希望の場所に商品をお届けします。
配送はもちろん、商品の設置接続から解体撤去まで、
すべて当社にて行います。

配送についての
ご注意事項

※土・日・祝日・弊社指定休日除く

東日本（新潟・長野・静岡含む）

西日本（愛知・富山・岐阜含む）

Tel.

Tel.

03-5214-2379

06-6536-6133

●地域によって配送費が異なります。
●エレベーターが設置されていない又は利用できないフロアー
（地階も含む）
への
設置・撤去や日曜・祝日に搬入搬出をご希望の場合は別途費用を頂戴いたします。
●年末年始等の長期休暇（年 3 回）や弊社棚卸（夏・冬2回）の期間中は
通常配送ができかねる場合がございます。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

個人契約をご希望のお客様へ

詳細はこちら！

お申込みはすべてWEBからになります。

https://www.designarc.co.jp/rental/

レンタル・リース料ともお支払いはクレジットカードを利用した
自動決済（自動課金）方式となり、下記のカードがご利用可能です。

２次元コードからも詳細をご覧いただけます ▶▶▶

大阪本社 大阪市西区阿波座一丁目5番16号 大和ビル

〒550-0011

Tel 06-6536-6133

Fax 06-6536-6103

東京本社 東京都千代田区飯田橋二丁目18番2号 大和ハウス九段ビル

〒102-0072

Tel 03-5214-2379

Fax 03-5214-2364

www.designarc.co.jp
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