
炊飯器 　　      ￥800
幅26×奥行31.2×高さ21.6cm
5.5合炊きです。

ケトル（約1ℓ）  　￥400
必要な時に必要なだけ
すぐ沸かせます！

ポット（約2ℓ）　  ￥500
幅22×奥行29×高さ23cm

照明器具       ￥700
高さ9.5×幅φ45cm
～6畳用

DVDプレイヤー  ￥700
幅21.5×奥行19.5×高さ4.5cm
※再生のみ

ブルーレイレコーダー￥3,700
幅43×奥行21×高さ4.6cm
※録画・再生可

【掃除機の紙パックや電池等の消耗品は、お客様にてご用意ください】

＊表示料金はすべて月額（税込）です。
＊色やデザインは、在庫状況により写真と異なる場合がございます。
　（色およびデザイン、新品、中古、メーカー等のご指定はできません）

＊表示料金はすべて月額（税込）です。
＊色やデザインは、在庫状況により写真と異なる場合がございます。
　（色およびデザイン、新品、中古、メーカー等のご指定はできません）

幅49×奥行50×高さ87cm幅49×奥行50×高さ87cm
冷蔵庫（約120ℓ）   　   ￥2,500
幅48×奥行52.5×高さ116cm

幅47.8×奥行50.9×高さ85.2cm
冷蔵庫（約 90ℓ）   　 　￥2,200

幅48×奥行58×高さ120cm
冷蔵庫（約140ℓ）   　   ￥3,300　　

電子レンジ　　　   ￥700
幅44×奥行35.4×高さ25.8ｃｍ 幅47×奥行36×高さ29.5ｃｍ

オーブンレンジ     ￥1,400

スチームアイロン／台セット￥400
(コードレス）ハンガーアイロン可

乾燥機能付き洗濯機(5.5kg)￥5,000
幅56.5×奥行59×高さ98.5cm

19インチ  ￥2,200
32インチ  ￥2,900

幅44.9×奥行25.2×高さ33.7cm

幅74.3×奥行21.1×高さ49.7cm

幅90.5×奥行16.0×高さ55.7cm40インチ  ￥3,900

IH調理器（2口）    ￥1,300
幅56×奥行40×高さ6ｃｍ

IH調理器（1口）    ￥600
幅24×奥行28.5×高さ6.5ｃｍ

※ 選択商品は 【 照明器具 ・ ケトル ・ スティック掃除機 ・ アイロンセット ・
　 カーテンセット 】 の中からお選びいただきます。
※ 4年契約は法人・学生・一括前払いのお客様限定となっております。

￥4,100

￥6,300

￥7,900

￥2,500

￥3,500

￥5,100

￥1,600

￥2,300

￥3,600

家 具 家 電 家 電
※表示料金はすべて月額（税込）です。

冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ

冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・折畳ベッド
選択商品２点

冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・折畳ベッド
ＴＶ・ローボード・選択商品２点

全自動洗濯機（4.2㎏）  　 ￥2,200
幅51.2×奥行48.2×高さ87.8cm
全自動洗濯機（7.0㎏）  　 ￥4,000
幅 56.3×奥行58×高さ98.7cm

ベッドフレーム
マットレス
ベッドフレーム
マットレス

1～2人用

丈180㎝×幅100㎝×各2
丈200㎝×幅100㎝×各2

約90ℓ
約120ℓ
約140ℓ
4.2㎏
7.0kg
5.5㎏

5.5合
約2ℓ
約1ℓ
1口
2口
19インチ
32インチ
40インチ

コードレス

～6畳用
※布団はつきません

冷蔵庫

洗濯機

乾燥機能付き洗濯機
電子レンジ（ターンテーブル）
オーブンレンジ（フラットタイプ）
炊飯器
ポット
ケトル
IH調理器

液晶テレビ

DVDプレーヤー
ブルーレイレコーダー
コードレス掃除機
スティック掃除機
掃除機
スチームアイロン／台セット
サーキュレーター
照明器具
こたつ 　

シングルベッド

セミダブルベッド

折畳ベッド
三折マットレス
脚付マットレス
ローボード（大）
ローボード（小）
シェルフ（大）
シェルフ（小）
カップボード
チェスト
テーブル
チェア
折脚ローテーブル
デスク
オフィスチェア
カーテンセット（レース付）

ドレッサー

￥2,200
￥2,500
￥3,300
￥2,200
￥4,000
￥5,000
￥700
￥1,400
￥800
￥500
￥400
￥600
￥1,300
￥2,200
￥2,900
￥3,900
￥700
￥3,700
￥800
￥400
￥800
￥400
￥800
￥700
￥600

￥1,500
￥1,100
￥2,600
￥1,600
￥1,900
￥400
￥2,100
￥500
￥500
￥900
￥700
￥900
￥900
￥800
￥500
￥500
￥800
￥500
￥700
￥700
￥600

家　　　電　

家　　　具　

※1 1年未満の短期契約の場合は配送料を頂きます。詳しくは裏面の配送料表をご覧ください。
※2 お客様都合による商品の交換・返却などの場合は実費手数料を頂きます。

のメリットのメリット
家具家電を購入すると・・・ てぶらでどっとこむだと・・・

てぶらでどっとこむ

安いだけじゃない！

捨てるのもお金がかかる？！ 返却の手続きも簡単！

配送も設置も無料
※１

！

ネット/FAXで簡単申し込み

月々の分割払い

回収も無料だから、安心！

電話1本で無料交換※２

売れない事もある？！

修理中は使えない

配送日時がバラバラ

商品を探す手間がかかる！

一括払い

脚付マットレス　 　　　  ￥2,100
幅約97×奥行約195×高さ約30ｃｍ
ヘッド部分が無くソファ代わりにもなります。

ローボード（大）￥500
ローボード（小）￥500
（大）幅90×奥行35×高さ38cm
（小）幅59×奥行29×高さ28cm
テレビ台としてご利用可。

ローボード（大）￥500
ローボード（小）￥500

シングルベッド　 　　　  ￥2,600
ベッド(フレーム） 　  ￥1,500
マットレス 　            ￥1,100

幅約100×奥行約203×高さ約63ｃｍ

セミダブルベッド　 　  　￥4,200
ベッド(フレーム） 　  ￥2,600
マットレス 　      ￥1,600

幅約121×奥行約205×高さ約63ｃｍ

カップボード     ￥900
幅60×奥行39.5×高さ80ｃｍ
1人～2人用※棚の高さ変更可。

シェルフ(大)    　 ￥900
シェルフ(小)　 ￥700
（大）幅77×奥行39×高さ147cm
（小）幅77×奥行39×高さ77cm

デスク          　 ￥800
幅90×奥行44×高さ74cm
オフィスチェアとセットで
ご利用可。

こたつ           　 ￥600
幅75×奥行75×高さ38.5cm
※布団は付きません。

ドレッサー           　 ￥600
幅45×奥行31×高さ53ｃｍ
鏡を立ち上げた際の最大高さ82.5cm

カーテンセット   ￥700
幅100×丈180 or 200cm
カーテン・カーテンレースが
2枚ずつのセット。

オフィスチェア    ￥500
幅55×奥行54×高さ75-79.5cm

チェスト     　 ￥900
幅60×奥行39.5×高さ80cm

三折マットレス￥400
幅97×奥行197×高さ5cm幅約91×奥行約201×高さ約34.5cm

収納時：幅約91×奥行約30×高さ約108cm

折り畳みベッド　   ￥1,900

折脚ローテーブル￥500
幅75×奥行50×高さ32cm
脚部折り畳み可。

テーブル　     ￥800
幅75×奥行75×高さ72cm
チェアとセットでご利用可。

チェア　    　   ￥500
幅48×奥行52×高さ87cm
単品でもレンタル可。

サーキュレーター￥800
幅31×奥行24×高さ34cm

集じん容積1.8ℓ
紙パック式

掃除機        ￥800 スティック掃除機   ￥400
集じん容積0.8ℓ
サイクロン式

スティック掃除機   ￥400 コードレス掃除機￥800
集じん容積0.3ℓ
サイクロン式　アタッチメント付

風量調節：1～6段階
左右約90度
上下約110度



◆契約期間に応じて、下記の配送料を頂戴いたします。

その他お得なセット単品も
あります

のレンタルで

快適な新生活を♪

家電3点セット家電3点セット

家家 家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家電電家家家家家家家家家家家家 家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家 家家家家家家家家家家家家家家家具具
レレ
具具具具具具
レレレレレレレレレレレレ
家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具

レレレ
家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具具

レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンンンンンタタ
電電電
タタタタタタタタタ
電電電電電電
タタタタタタタタタルル

1）契約者が学生・未成年・無職のいずれかの場合、もしくは審査上必要と
　なった場合は、連帯保証人（原則として親族の方）が必要になります。
2）法人様でのご契約の場合、レンタル料のお支払いは口座振替・振込より
　お選び頂けます。（毎月のご請求書は発行しておりません）
3）短期契約（3ヵ月から5ヵ月）の場合、レンタル料（配送費含む）は一括払い
　となります。 

1）原則、1ヵ月ごとの自動更新となります。当社からはご通知致しませんので
　ご注意ください。

1）故障（故意・過失除く）の場合は無償にて交換できますが、お客様の
　ご都合による事由の場合は実費の手数料をお支払い頂きます。

3. お支払方法をご確認ください
毎月27日  に銀行/郵便局より引落し、または クレジット一括払い
※初回レンタル料として、初月日割りと2ヵ月分のレンタル料（前払い）、
　配送料をお支払い頂きます。
※短期契約（3～5ヵ月）の場合は引落しではなく、一括前払いとなります。
※クレジットカードは初回金のお支払いと一括払い時のみ利用可能です。

1. レンタル契約期間をお決めください
3ヵ月～5ヵ月 、6ヵ月～1年未満 、1年以上よりお選び頂きます。

てぶらでどっとこむサイトにて商品を選
択し、カート画面で「レンタル手続き」
をクリック。必要事項を入力し、送信し
てください。

お申込み確認後、契約者・緊急連絡先（あるいは連帯保証人）への確
認のお電話をさせて頂きます。
なお、審査によりお申込みをお断りさせて頂く場合がございますので、
予めご了承ください。また、お断りの理由もお応えしかねます。

◆お申込み

セットプランのチラシ裏の（仮）申込
書に必要事項・希望商品をご記入
の上、送信してください。

納品までに必要書類（上記4）、口座振替依頼書、契約書（契約者様の
ご署名、ご捺印）をご提出ください。 また、初回レンタル料（初月日割り
と2ヵ月分のレンタル料・配送料）をご入金して頂きます。
※クレジットカード一括払いの場合も納品前に決済していただきます。

納品日までに契約手続きをされていないお客様は、納品時にご契約と
なります。必要書類（上記4）、口座の届出印、認印、初回レンタル料　
（初月日割りと2ヵ月分のレンタル料・配送料）をご用意ください。

◆審査・納品日時設定

◆契約手続き

◆納品・レンタル開始

FAX・インターネットのいずれかにてお申込みください。

FAX インターネット

ご契約手続きに必要な書類等をおひとつでもお忘れになりますと、納品を
中止とさせて頂きます。ご注意ください。　

2. 配送エリア・配送料をご確認ください
営業エリア外または1年未満のご契約の場合配送料がかかります。

4. 必要書類をご用意ください
健康保険証のコピー 必須

本 社
　〒812-0896
　福岡市博多区東光寺町2-2-13-3F　
　TEL 092（406）1585　FAX 092（474）9511

東京営業所
　〒341-0043
　埼玉県三郷市栄4-163-2　
　TEL 048（953）9600　FAX 048（953）9494

大阪営業所
　〒564-0043
　大阪府吹田市南吹田3-20-15
　TEL 06(6170)5930  FAX 06(6170)5940

横浜営業所
　〒224-0054
　横浜市都筑区佐江戸町187
　TEL 045(929)2250  FAX 045(933)7595

北九州地区代理店　株式会社KGサポート
　〒807-1312
　福岡県鞍手郡鞍手町中山49-60
　TEL 0949(42)0807  FAX 0949(42)5749

熊本営業所　
　〒862-0920
　熊本県熊本市東区月出6-4-38
　TEL 096(285)1644  FAX 096(285)1645

沖縄地区代理店　株式会社良創夢
　〒902-0062
　沖縄県那覇市松川3-2-1
　TEL 098(851)9905  FAX 098(851)9925

鹿児島地区代理店　株式会社Rキューブ
　〒899-6404
　鹿児島県霧島市溝辺町麓309-10
　TEL 0995（55)8076  FAX 0995（55)8077

2021年10月改訂

株式会社てぶらでどっとこむ

※上記金額には、納品・設置・回収の費用が含まれております。
※上記以外のエリアについては別途配送料がかかる場合がございます。
　詳しくはお問い合わせください。

無 料

1年以上

5,000円

6ヵ月～1年未満

10,000円

3～5ヵ月契約期間

配送料

九州全域
東京都内、神奈川県内、さいたま市、千葉市近郊
大阪・京都・神戸市内および近郊
沖縄県内（離島を除く）

申込はWEBから！
↓　↓

申込はWEBから！
↓　↓

一番人気！！一番人気！！

ogo@tebu rade . com
9 :00～17 :30（日祝休）

（通話無料）

0120-070-154
◇お問い合わせ

E - m a i l：
営業時間：

~♪♪

ててぶぶららでで

引引越越しし

◇お問い合わせ

E - m a i l：

1）ご解約（回収）希望日の1ヵ月前までにお電話にてご連絡ください。
2）レンタル料は、使用された月分まで発生いたします。
3）契約期間内に中途解約された場合は、違約金として残月分のレンタル料
　を一括にてお支払い頂きます。（2年以上の契約はその80％）



2021年 10月改訂

422e20

① 配送・設置・回収費 無料 !

③ 配送時間帯指定 無料 !

※1年未満のご契約の場合を除きます

※故意または過失を除きます

② 故障時の修理・交換 無料 !

お問い合わせは

裏面の申込用紙にてお申し込みください

冷蔵庫（約90L）・電子レンジ・洗濯機（4.2kg）
折畳みベッド・右枠より2点選択
冷蔵庫（約90L）・電子レンジ・洗濯機（4.2kg）
折畳みベッド・右枠より2点選択

スチームアイロン＆台・スティック掃除機
照明器具・ケトル・カーテンセット（丈180cmか 200cm）
スチームアイロン＆台・スティック掃除機
照明器具・ケトル・カーテンセット（丈180cmか 200cm）

+700 円で折畳みベッドをシングルベッド
 （マットレス付き）に変更可能！
+700 円で折畳みベッドをシングルベッド
 （マットレス付き）に変更可能！

セット内容

３ヶ月以上、２年未満のご契約

２年契約

（法人・学生・一括払いのお客様限定）４年契約

月額 3,500円

月額 6,300円

月額 2,300円

+700 円で折畳みベッドをシングルベッド
 （マットレス付き）に変更可能！
+700 円で折畳みベッドをシングルベッド
 （マットレス付き）に変更可能！

19インチ通常 2,200円

1,700円

2,300円

32インチ通常 2,900円

セットプラン追加オプション

テレビ

3,500円

40インチ通常 3,900円

ダントツ人気の 3点をまとめてお得に！ダントツ人気の 3点をまとめてお得に！

３ヶ月以上、２年未満のご契約

２年契約

（法人・学生・一括払いのお客様限定）４年契約

月額 2,500円

月額 4,100円

月額 1,600円

＊表示金額はすべて月額料金（税込）です
3 点3 点 セ ットセ ット

19インチ   32 インチ    40 インチ

2 年未満

2年

4年冷蔵庫（約90L）・電子レンジ・洗濯機（4.2kg）冷蔵庫（約90L）・電子レンジ・洗濯機（4.2kg）

セット内容

折畳ベッド（+1,600円）折畳ベッド（+1,600円）

シングルベッド（+2,300円）シングルベッド（+2,300円）

6 点6 点 セ ットセ ット

1,700円

1,300円

1,000円

2,300円

2,000円

1,200円

3,500円

2,500円

1,600円

冷蔵庫（約90L）・電子レンジ・洗濯機（4.2kg）
折畳みベッド・液晶テレビ19インチ
ローボード（TV台）・右枠より2点選択

冷蔵庫（約90L）・電子レンジ・洗濯機（4.2kg）
折畳みベッド・液晶テレビ19インチ
ローボード（TV台）・右枠より2点選択

セット内容

３ヶ月以上、２年未満のご契約

２年契約

（法人・学生・一括払いのお客様限定）４年契約

月額 5,100円

月額 7,900円

月額 3,600円

8 点8 点 セ ットセ ット

こちらから
2点選択

プラス

こちらから
2点選択

プラス

スチームアイロン＆台・スティック掃除機
照明器具・ケトル・カーテンセット（丈180cmか 200cm）
スチームアイロン＆台・スティック掃除機
照明器具・ケトル・カーテンセット（丈180cmか 200cm）

得

追加オプション

家具家電家具家電
レンタルレンタル

＊表示金額はすべて月額料金

ッッッッッッッットトトトトトトトプププププ
（税込）

プププララララララララララランンッッッッッッセセ

一括払いで一括払いで

割引10％10％
キャンペーンキャンペーン

実施中！
※1年未満のご契約の
場合を除きます



【Ｓパック内容】【Ｓパック内容】
冷蔵庫（約90L）・電子レンジ
洗濯機（4.2kg）
冷蔵庫（約90L）・電子レンジ
洗濯機（4.2kg）

( 税込 )( 税込 ) ( 税込 )( 税込 )

４年契約
３年契約
２年契約
１年契約

2,200
2,700
3,400
5,500

円

円

円

円

４年契約
３年契約
２年契約
１年契約

2,400
3,200
3,900
6,500

円

円

円

円

S学生パック

＋【選択商品】よりお好きなものを 3点

追加オプション

＋【選択商品】よりお好きなものを 3点

【Ｓパック内容】【Ｓパック内容】【Ｓパック内容】【Ｓパック内容】 【Ｌパック内容】【Ｌパック内容】
冷蔵庫（約90L）・電子レンジ
洗濯機（4.2kg）
折畳みベッドまたは液晶テレビ 19インチ

冷蔵庫（約90L）・電子レンジ
洗濯機（4.2kg）
折畳みベッドまたは液晶テレビ 19インチ

Ｌ学生パック

１９インチ　32インチ　40インチ１９インチ　32インチ　40インチ
４年契約

３年契約

２年契約

１年契約

700
1,000
1,300
1,700

円

円

円

円

1,100
1,600
2,000
2,300

円

円

円

円

1,600
2,000
2,500
3,500

円

円

円

円

も学生限定プライス♪

ローボード

ドレッサー
こたつ スティック掃除機

照明器具

無料！

配送・設置・回収費

お届け時間帯の指定

故障時の修理・交換

無料 !

無料 !
無料 !

無料 !

無料 !
無料 !

てぶらでどっとこむてぶらでどっとこむ
3つのメリット3つのメリット

お選びください

変更オプション

OR

液晶テレビ19インチ折畳みベッド

※1年未満のご契約の場合を除きます

※故意または過失を除きます　　　　　

↲シングルベッド（マットレス付）に
変更（＋700円）

お問い合わせはお問い合わせは

一律 　900 円

契約年数に関わらず契約年数に関わらず

デスク＆チェア テレビ

学生パックに追加で
単品価格よりお得にレンタルできます！
※表示料金はすべて月額料金（税込）です

スチームアイロン＆台

学学
パパパパパパパパパパパパパパッッッッッッッッッッックク

学学学学学学生生
クククククク

生生生
ククク

生生生限限限限限限限限定定
家具家電家具家電レンタルレンタル

得
一括払いで一括払いで

割引10％10％
キャンペーンキャンペーン

実施中！
※1年未満のご契約の
場合を除きます

①炊飯器
②照明器具
③電気ケトル
④ドレッサー
⑤スチームアイロン＆台
　　　（コードレス）

①炊飯器
②照明器具
③電気ケトル
④ドレッサー
⑤スチームアイロン＆台
　　　（コードレス）

⑥こたつ（布団は付きません）
⑦ローボード (ＴＶ台)
⑧DVDプレイヤー
⑨カーテンセット
⑩スティック掃除機　　　　　　　　　　　　　

⑥こたつ（布団は付きません）
⑦ローボード (ＴＶ台)
⑧DVDプレイヤー
⑨カーテンセット
⑩スティック掃除機　　　　　　　　　　　　　

【選択商品】

2021年 10月改訂


