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L E A D  N E X T Y L E

家具家電リース・レンタル家具家電リース・レンタル
新生活のスタート・急な転勤でも安心

部屋を借りる。だから、家具・家電も借りる。

の つの安心5

配送・設置費用は商品1点につき 4,400円～（詳しくはお問合せください）

全国
どのお部屋
でもOK

Point.1

1日～
リースOK

Point.2

組立設置の
手間いらず

Point.3

故障時も
安心サポート

Point.4

こ要望の商品
なんでも
リースします

Point.5

業界大手のアムスなんでもリース株式会社と提携
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ご利用者さまの声

社宅用に家具・家電付き物件を探
しても、なかなか見つかりません。
でも「なんでもリース」なら、どの部
屋でも家具・家電付き物件にでき
るので、社宅の手配がスムーズに
行えるようになりました。 

法人総務部 D課長

どの部

る
屋でも家具・家電付き物件にでき

来日後、すぐに生活を始めること
ができるようにと、大学側で家具
と家電をリースで用意してくれま
した。
日本に着いたその日から使えた
ので、うれしかったです。

留学生 Cさん

日本に着いたその日から使えた

費用は月々払いなので、生活費の
やりくりが楽になりました。
設置もしてくれるので、すぐに使
うことが出来て助かりました。 

学生 Bさん

設置もしてくれる

費用は月々払い初めての一人暮らしでしたが、家
具・家電をリースで揃えたので、
引っ越し時の初期費用を抑える
事が出来て、両親も喜んでました。

学生 Aさん

引っ越し時の初期費用を抑える
事が出来て、

※ 画像はイメージとなりますので、実際と異なる場合がございます。 ※ 上記価格は消費税を含んでおります。 ※ 別途配送料がかかります。
※ 商品及び価格は予告なく変更となる場合がございます。

生活必需品が揃う人気のスタンダードセット!

【セット内容】テレビ・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・掃除機

新品リース

月 額

標準価格

特典価格特典価格

1 年 2 年 3 年 4 年

9,700円 5,200円 3,800円 3,300円

9,2159,215円 4,9404,940円 3,6103,610円 3,1353,135円

中古レンタル

月 額

標準価格

特典価格特典価格

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月

17,800円 11,000円 6,300円 3,200円

16,91016,910円 10,45010,450円 5,9855,985円 3,0403,040円

セットモデルがお得さらに…
 

％OFF％OFF！5で通常料金の
紹介特典

大和ライフネクスト

スタンダードセット

点セット家電5

これさえあればすぐに新生活スタート!

【セット内容】 テレビ・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・掃除機
　　　　　　蛍光灯・ベット・TVボード・布団一式・カーテン
　　　　　　蛍光灯カバー

新品リース

月 額

標準価格

特典価格特典価格

1 年 2 年 3 年 4 年

14,700円 8,000円 6,000円 5,200円

13,96513,965円 7,6007,600円 5,7005,700円 4,9404,940円

中古レンタル

月 額

標準価格

特典価格特典価格

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 12ヶ月

36,700円 19,800円 12,000円 6,000円

34,86534,865円 18,81018,810円 11,40011,400円 5,7005,700円

ワンルームセット

点セット家電・家具11



リース申込書　（FAX　03-5958-0037 または 050-3737-6227　） 2021

下記必要事項に、記入，署名，捺印をお願い致します。  また、チェックボックスには必要な箇所にチェックをお願い致します。　　　 5.お支払方法 6.初回申込金お支払方法
注意事項は必ずお読み下さい。 □　新品 □再リース品（中古) 　□一括お支払（連帯保証人様不要） 　□銀行振込

　□月々お支払 　□クレジットカード

1.申込者　（太枠内の必要事項をご記入・ご捺印下さい） 申込日 年 月 日 　年 ヵ月間 クレジット番号
ﾌﾘｶﾞﾅ) 有効期限 Y M

7.リース希望商品　□にチェックを入れてください。サイズは丸で囲んでください。

年齢 歳 性別 男　・　女 本籍地 　□　お見積書通り ( 見積書№　　　　　　　　　　　　　　　　　)

〒 ■セット

　□　スタンダードセット【5点  Ⓐ  №1～5】 　□　スタートセット【3点  ©  №1～3】

　□　ワンルームセット【11点   Ⓑ №1～11】 　□　グレードアップセット【5点　№17～21】

連絡先 TEL FAX 携帯 ■単品

　□　1）100L前後冷蔵庫 　□　12）ガスコンロ( 都市 / LP ) 　□　23）シングルベッド

　□　2）4.2kg洗濯機 　□　13）電気ポット 　□　24）ワンタッチベッド

〒 　□　3）電子レンジ 　□　14）3合炊飯器 　□　25）4段チェスト

　□　4）縦型クリーナー 　□　15）2.2kwエアコン 　□　26）レンジワゴン

勤続年数 所属部署 年収 万円 　□　5）19型液晶テレビ 　□　16）シャワートイレ 　□　27）レンジボード
　□　6）シーリング照明 　□　17）170L前後冷蔵庫 　□　28）2人用ダイニングテーブルセット

2.連帯保証人　（太枠内の必要事項をご記入・ご捺印下さい） 　□　7）テレビ台 　□　18）5.5kg洗濯乾燥機 　□　29）4人用ダイニングテーブルセット
ﾌﾘｶﾞﾅ) E-Mail 　□　8）マットレスベッド 　□　19）オーブンレンジ 　□　30）折畳デスク・イスセット

　□　9）ローテーブル 　□　20）横型クリーナー 　□　31）デスク・イス

年齢 歳 性別 男　・　女 続柄 　□　10）遮光カーテン（高さ㎝　135 / 178 / 200 ） 　□　21）32型液晶テレビ 　□　32）自転車

〒 　□　11）布団3点セット 　□　22）ソファ（  2P ）

■その他

ご連絡先 TEL FAX 携帯 8.注意事項　
ﾌﾘｶﾞﾅ) 8-1.必ず自筆ボールペンでご記入下さい。

8-2.連帯保証人様の承諾が無い場合はお断りします。

〒 8-3.記載内容の誤りが判明した場合、契約後においても解約する場合があります。

8-4.審査のうえお断りする場合がございます。また、お断りの理由は申し上げられません。

勤続年数 所属部署 年収 万円 8-5.本申込書は、結果の可否に関わらず返却いたしません。

8-6.初回申込金をお支払頂いた時点での発注手配となり、以後キャンセルできません。

3.納品希望日時・納品場所　（太枠内の必要事項をご記入下さい） 8-7.初回申込金は、初月、次月、最終月のリース料に充当します。

8-8.リース品の納品日を契約開始日と致します。

8-9.個人契約の場合、月々のお支払は口座振替を原則とします。

〒 8-10.口座振替の手数料、及びお振込の際の手数料は全てお客様負担とします。

8-11.リース期間満了まで原則中途解約は出来ません。但し、残リース料を一括でお支払頂ければ中途解約が可能です。

8-12.リース期間満了後は延長契約が可能です。その際更新手数料￥5,000（税抜）が発生します。

8-13.お客様及び連帯保証人様の個人情報については支払能力に関する調査に利用の上、厳正に管理いたします。

8-14.納品が宅配で対応の場合、回収時はお客様自身で梱包し、弊社指定の着払い伝票にてご返送していただきます。

8-15.申込者等は、弊社の審査の過程で個人情報(その履歴を含む)が弊社と提携先の信用情報機関に照会・登録され、

駐車場 有　・　無 エレベータ 有　・　無 管理人 有　・　無 養生 要　・　不 オートロック 有　・　無 当該機関及び提携先機関の加盟会員によって自己の取引上の判断のために利用される事に同意する。

署名 印

申込～納品までの大まかな流れ　〔①申込　→　②入金　→③納品　〕
①申込時必要書類 ②お振込口座 ③納品時必要事項   ＜紹介企業＞

　　1)申込書　（押印3ヶ所　連帯保証人欄は実印） 　　みずほ銀行　池袋支店 　　1）口座振替依頼書への記入・押印 〒170-0013　  大和ライフネクスト株式会社
　　2）連帯保証人印鑑証明 　　普通口座　　No.1063817 　　2）契約書への押印 東京都豊島区東池袋1-15-12　アムスビル   〒102-0072
　　3）本人確認書類　　 　　口座名　：　アムスなんでもリース（株） 　　3）納品確認書へサイン TEL　03-5958-0088　   東京都千代田区飯田橋2-18-2　大和ハウス九段ビル

　　　　’免許証・パスポート・住民票（本籍記載）等） FAX　03-5958-0037
　　3-2）登記簿謄本（法人の場合　コピー不可） ※①→②の間に審査があります。 E-mail　：　info@amms-lease.com

ﾌﾘｶﾞﾅ)

勤務先
住所

アムスなんでもリース株式会社

　□　上記注意事項を同意承諾の上、申し込み致します。

4.リース希望期間（2年0ヶ月，0年3ヶ月など）

申込者
氏名

(法人名)

E-Mail

生年月日　S ・H　　　年　　　月　　　日

申込者
現住所

勤務先
名称

TEL
FAX

勤務先
住所

連帯
保証人
氏名 生年月日　S ・H　　　年　　　月　　　日

（　　　　　） AM　・

住所

勤務先名

物件名
号室

住宅 持家　　・　（　　 　　）

住所

立会人
氏名

立会人
連絡先

（携帯）

TEL
FAX

月 日  PM
納品

希望日

印

実印


