
チェック 商品名 １ヶ月 ３ヶ月 ６ヶ月 １２ヶ月 ２４ヶ月

□ スタンダードセット 119,680 131,010 159,390 181,170 219,120

□ シンプルセット 85,250 95,700 122,760 143,880 179,520

チェック 商品名 １ヶ月 ３ヶ月 ６ヶ月 １２ヶ月 ２４ヶ月

□ 7,920 11,000 18,370 23,320 29,700

□ 15,400 17,600 28,160 35,420 44,330

□ 22,770 27,060 50,600 58,520 73,480

□ 掃除機 6,930 7,150 8,360 9,130 11,330

□ 2ドア冷凍冷蔵庫 13,640 15,400 17,600 21,010 26,290

□ 全自動洗濯機 13,420 14,190 16,500 18,810 23,430

□ 電子レンジ 5,940 6,160 7,260 7,480 9,240

□ ガスコンロ(2口) 8,360 10,680 14,190 19,140 28,105

□ ガスコンロ(1口) 3,410 3,960 5,060 6,820 10,340

□ 炊飯器 4,510 5,280 6,050 6,380 7,810

□ 照明器具 5,170 5,720 6,270 7,370 9,240

□ 石油ファンヒーター 9,130 10,680 14,190 19,140 28,105

□ シングルベッド 18,810 20,900 23,100 26,730 34,870

□ ベッド用寝具　※1 9,130 11,330 13,640 17,050 21,340

□ 4段チェスト 8,800 10,120 16,060 17,050 20,900

□ ローボード 8,800 10,120 16,060 17,050 20,900

□ ローテーブル 2,310 2,530 3,740 4,400 4,950

□ パソコンデスク 9,130 10,230 12,210 13,640 19,140

□ パソコンチェアー 4,510 5,500 6,820 9,130 12,760

□ ミニ食器棚 8,800 10,120 16,060 17,050 20,900

□ ダイニング3点セット 22,000 22,990 34,100 35,640 41,140

□ 和布団セット　※2 11,330 13,640 15,950 20,460 25,630

□ 和布団用マットレス 5,720 6,930 8,800 11,330 15,180

※1　ベッド用寝具：ベッドパッド、BOXシーツ、毛布、掛布団、枕、掛けカバー、枕カバー
※2　和布団セット：敷布団、敷カバー、毛布、掛布団、枕、掛けカバー、枕カバー

□ 新生活スターターセット

法人名 ご担当

TEL／FAX

立ち合いご担当者

納品希望日 期間

ご注意事項

・お支払い方法は原則一括前払いです。ご入金が確認できない場合は納品をキャンセルさせて頂く場合がございます。

・レンタル備品は合計5品目以上でご選択ください。4品目以下の場合は原則対応できません。

・早期解約時の違約金や返金はございません。

・納品にはご注文頂いてから3日～10日程度かかる場合がございます。

・レンタル期間中の故障は自然損耗に限り無償で交換いたします。

ミスタービジネス事業本部

ＴＥＬ：0120-302-190

ＦＡＸ：0299-92-9200

申込日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

備

品

納

品

先

ご住所

物件名／部屋番号

（　　　　　－　　　　　　　　）

／

年　 　　 　月　　　　 日 　　　　　ヶ月

45品目 23,100

7品目

三つ折り

合計

生活備品セット【単品購入よりもお得なセット購入！】

生活備品販売

120×74.5×75cm

3.5合

シーリングタイプ

6畳程度

木製

7品目

60×40×90.5cm

90×40×48.5cm

75×50×90.5cm

60×48.5×123cm

41×50×76cm

60×48.5×123cm

都市ガス/プロパン

１５品目

セレクト 【お好きな商品でカスタマイズ！充実の品揃えからお選び頂けます】

備考

液晶テレビ

16型

22型

32型

家庭用

110ℓ

4.2kg

単機能

都市ガス/プロパン

６２品目

ポケットマンスリー専用申込書【レンタル】

※記載の金額は全て税込み価格です。

セット【1点ずつのご注文よりもお得なセット！】

備考



※記載の金額は全て税込み価格です。
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ＦＡＸ：0299-92-9200

ご担当

TEL／FAX ／

納品希望日 年　 　　 　月　　　　 日 合計金額

　　申込日　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

備

品

納

品

先

ご住所

物件名／部屋番号

（　　　　　－　　　　　　　　）

法人名

ミスタービジネス事業本部

ＴＥＬ：0120-302-190

ドライヤー ¥1,870 カーテン＆レース
高さ・幅それぞれ

200cmまで
お問い合わせください。

電波時計 単3電池付 ¥1,991 延長コード 1m ¥396

カーペット 185×185cm ¥4,400 グラス ¥814

トイレ用ブラシ ¥605 マグカップ ¥1,122

トイレ用洗剤 ¥341 マルチボウル（小） 直径12.0cm ¥935

トイレットペーパー 2個セット ¥88 マルチボウル（中） 直径15.5cm ¥1,584

洗面コップ ¥220 マルチボウル（大） 直径18.0cm ¥1,925

風呂用椅子 ¥715 洋皿（小） 直径15.0cm ¥858

風呂用洗面器 ¥385 洋皿（中） 直径19.5cm ¥1,210

風呂用スポンジ ¥165 洋皿（大） 直径23.0cm ¥1,870

風呂用洗剤 ¥385 フォーク ¥154

バスマット 2枚セット ¥1,848 ナイフ ¥154

バスタオル 2枚セット ¥2,420 スプーン（小） ¥154

フェイスタオル 2枚セット ¥506 スプーン（大） ¥154

靴クリーナー ¥121 雑巾 ¥88

靴べら ¥264 布巾 ¥121

ハンガー 3本セット ¥792 食器用スポンジ ¥110

屑籠 ¥396 食器用洗剤 ¥231

洗濯物干し（ピンチ付） ¥715 割り箸 5本セット ¥132

洗濯洗剤5Ｐ ¥154 包丁 ステンレス ¥1,023

押入れシート ¥176 まな板 木製 ¥1,023

物干しロープ ¥165 お玉 プラスチック ¥253

スリッパ ¥198 フライ返し プラスチック ¥253

石鹸 2個セット ¥66 ヤカン IH・ガス対応 ¥1,342

ニードルセット ¥176 鍋 IH・ガス対応 ¥1,342

単価 金額

BOXティッシュ 2個セット ¥242 フライパン IH・ガス対応 ¥1,342

ポケットマンスリー専用申込書【購入】

商品名 備考 数量 単価 金額 商品名 備考 数量


