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所有から利用の時代へ　新しい家具レンタルサービス

モデルルーム、オフィスや店舗の空間づくりに特化した商品ラインナップと

多様な目的に寄り添うレンタルシステムで、今までよりもっと、気軽に理想の空間を。

様々な空間創造のお手伝いをしてきたFISだからこそお届けできる

新しい家具レンタルサービス。それが 「カグスグ」 です 。

MODEL ROOM

HOME STAGING

OFFICE

STORE / SHOP
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図 ）カグスグ利用時（最長 24ヵ月レンタルの場合）と購入時の比較
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料金設定

倉庫賃料・処分費用
の削減

初期費用の削減＋倉庫賃料・処分費用をカット ！

月々定額支払いのレンタルサービスで、気軽に理想の空間を。

サービス
SERVICE

初期費用の削減

初月は月額レンタル料と配送設置費をお支払い。

初期費用が抑えられるので、気軽に導入していただけます。

利用期間に応じた毎月一定のお支払い額で、

月々の負担を軽減することが可能です。

毎月一定のお支払い額

契約終了時には商品を引き取らせていただくため、

倉庫賃料や処分費用など余分な経費を削減できます。

倉庫賃料・処分費用の削減

契約期間MAXの24ヵ月でも定価を超えない

料金設定のため、長期間でも安心してご利用いただけます。

定価を超えない料金設定



商品

特徴
FEATURES

モデルルーム、オフィスや店舗の空間づくりに特化してメーカーを厳選。空間を設えるために必要な家具が一度に揃う、

豊富なラインナップをご用意しております。貸出し点数は1点から、必ず新品の商品をお届けいたします。

カグスグならではの、3つの「 選べる 」ポイント

豊富なラインナップの中から選べる ！ 
貸出し点数は 1 点から、 お届け品はすべて新品です。

対象アイテム

ソファ デスク 収納 ベッド ・ マットレス 照明チェア テーブル TVボード
（ 展示品としての使用に限る ）

約　  　　　  社

メーカー数

30
アイテム数

約　 　　　 　　　点10,000
※2021年時点 ※2021年時点



返却

契約期間終了時には引取りに

お伺いします。梱包の手間も

なく、楽に手離せます。

延長

急な延長も承ります。レンタル

期間の合計が最長 24ヵ月まで、

1ヵ月単位で可能です。

購入

定価を超えない追加料金で

ご購入も可能。24ヵ月経過時

にはそのままプレゼント！

最短 3ヵ月から

最長 24ヵ月まで

いつでも途中解約が可能です
（残りのレンタル料金をお支払いいただきます）

期間

契約期間が終わったら

レンタル期間は最短3ヵ月から最長24ヵ月まで、1ヵ月単位で自由にお選びいただけます。

万が一契約の途中で家具が不要になった場合でも、残りのレンタル料金を支払うことで途中解約が可能です。

契約期間終了後の返却は強制ではございません。「返却」「延長」「購入」の3パターンから

その時の状況に応じて臨機応変に対応をお選びいただくことが可能です。

短期～長期まで、目的に合わせて自由に期間が選べる ！

「返却」「延長」「購入」3 つの選択肢から選べる ！



利用シチュエーション例
SITUATION

例 ） LD（ ソファ / リビングテーブル / 4人掛けダイニングセット  計7点 ）の場合

モデルルーム・ホームステージングなど短期で家具が不要になるケース
Case.1

カグスグなら

POINT.1

POINT.2

POINT.3

月額　　　  　　　  　円 ヵ月 99,1603

最短3ヵ月 から選べる期間設定で、短期利用にも最適 ！
延長・途中解約 ができるので成約時期が未定の物件でも安心です ◎

商品は すべて新品・厳選のメーカー から選択できるので、
物件の魅力を最大限にアップさせる演出が可能です。

引取り まで責任をもって行います。
梱包も不要で楽々撤去 ♪　倉庫賃料などの余分な経費も削減できます。　

※レンタル期間が12ヵ月未満の場合は追加で引取り費が発生

※定価総額350,000円の場合　　※配送設置費別途
※商品・ブランド・メーカーによって金額は異なります。

オフィス・店舗など長期利用が目的で、初期投資を抑えたいケース

POINT.1

POINT.2

POINT.3

例 ） 大会議室（ ロングテーブル / キャスターチェア10脚 / モニター台  計12点 ）の場合
カグスグなら

月額　　　  　　　  　円37,500 ヵ月24

毎月一定の月額料金 なので、計画的なお支払いが可能です。
契約期間MAXの24ヵ月でも 定価を超えない 、損をしない料金設定です ◎

圧倒的な 初期費用の削減 を実現 ！
一括購入だと手が届かない理想の空間も、気軽に手にすることが可能です。

契約終了後は 購入も可能 。気に入った家具は購入して自分のものに ♪
24ヵ月経過時には 追加料金なしでプレゼント いたします。

※定価総額1,000,000円の場合　　※配送設置費別途
※商品・ブランド・メーカーによって金額は異なります。

Case.2



ご利用の流れ
SERVICE FLOW

ご利用のすべての方に、株式会社ネットプロテクションズが提供する決済業務代行サービス 「 NP掛け払い 」 にてお支払いいただきます。

お支払いについて

厳選したメーカーの

中からご希望の商品・

レンタル期間をお選び

ください。

お見積を作成いたします。

利用規約書とお支払い条件

にご同意いただき、契約

完了となります。

全国のご指定場所へ納品。

セッティングまでご対応

させていただきます。

「返却」「延長」「購入」 

 3つの選択肢からご希望を

お知らせください。

商品と期間の
選択

お見積・
ご契約

配送・設置 ご契約終了

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

翌月にNP掛け払いから届く請求書 にて、お支払いください。

■ 使い方

与信枠　………………　個別設定

お支払い方法　………　20日締め翌月の20日払い（銀行・コンビニ）

請求書発行日　………　締め日 ＋ 4営業日後

銀行振込手数料　……　お客様負担

■ ご利用条件について

当社は株式会社ネットプロテクションズに対し、同社が決済業務（ご請求書の発送、その他のご連絡）を実施するため、
お客様からご提供いただいた個人情報（氏名・収書・連絡先等）を提供し、ご注文と同時にご注文の商品の代金債権を譲渡します。

■ 注意事項

株式会社藤栄 お客様

請求業務の代行

販売

加盟店契約 請求

購入
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