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ご予約はウェブで　http://www.stylics.com



相談出来るコーディネーターがいます。

お客様の一人ひとりの個性を大事にした

家具選びが出来るように、国内外の有名

ブランドから最新の個性派アイテムまで、

インテリアメーカー150社以上、70,000点

をコレクション。もう歩き回らずに、お気に

入りのアイテムが見つかります。

世界中から集めた 70,000 点

プレゼンボードの作成や出張などを省き、

本当に必要なポイントに絞ってサービス

を提供することで、プロのインテリアコー

ディネーターに無料で相談できる環境を

ご用意しています。

プロのコーディネーターに無料で相談

初期費用１／３で上質なインテリアを揃

えて頂ける家具レンタルのスマートプラン

をご用意。金利･手数料が一切かからず、

使った分だけお支払い頂く、メディアでも

話題のお得なお支払方法です。

家具レンタルのスマートプラン

達成
組

コ
ー
ディ

ネートサービスご利
用

10,000

利用者が10,000組を超えるスタイリクスの無料コーディネート

サービス。洗練されたコーディネートの技に加え、心地よく感じる

までのスムーズな選定プロセスがあります。それは、見た目だけ

のコーディネートに留まらず、使用者視点まで考えられた「アイテ

ム選定のプロセス」。プロのコーディネーターが日々磨いた選定

プロセスで、スムーズに理想のインテリアを提案します。

10,000 組のコーディネート実績
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Smart plan
スマートプラン 2

申込金

スマートプランの料金

配送料/

返却送料

商品、配送地域によって異なります。

開梱設置料 全国一律　目安：2Pソファ（幅140未満）2,500円

レンタル料金
最初の2年間：商品代金の約3％
3年目以降：商品代金の約1.5％

保険料・補修費用 ０円　※あんしん保証制度にご加入の場合

金利・手数料 ０円

コーディネート料 ０円

その他の費用 ０円

[目安] 東京都内の場合：センターテーブル  5,000円～

　　　2Pソファ（幅140未満）  7,000円～

　　　東京都内の場合(返却時)：    チェア  2,300円～

シングルベッド  6,800円～

商品代金の30％
※レンタル商品全品の契約が終了後、
　申込金と同額をキャッシュバック。

レンタル料金例

月額レンタル料金（税込） ￥6,600 ￥4,800 ￥4,800 ￥2,500 ￥2,500

￥45,000

1年目

初月 2～12ヶ月
2年目 3年目 4年目

お申込金（税込）

※配送料・開梱設置料は別途

商品総額15万円（税込）の場合

商品：２Ｐソファ、センターテーブル、ＴＶボード

配送：東京23区内

磨耗、破損があっても安心

●通常使用での傷や故障でお客様に費用を頂きません｡

●ペット等による傷や、汚れ・落書きなどが著しい場合は補修費用を頂戴致しますが、あ

　んしん保証制度として、商品代金の3%をご契約時にお支払い頂けば、どんな傷や汚れ
　　でも補修費用が発生しません。

■定期収入のある個人のみが対象となります。
■クーリングオフは採用しておりません。カタログ・画像とイメージが違う場合にもキャンセルは
　できません。
■契約中の引越も可能です。引越費用はお客様のご負担です｡
■ご利用に際し、株式会社フォー・ディー・コーポレーション及び提携信販会社の審査がございま
　す。審査の結果、ご利用頂けない場合もございます。
■月々の料金は、ご契約者と同一名義の口座から提携信販会社を通じて、自動引落致します。　
　（カード・振込不可）
※記載事項は2016年6月時点のもので適宜変更がございます。

Coordinate Collection
コーディネート実例

Online Shop
オンラインショップ

お客様と共に生み出した過去の実例をご紹介します。
ホームページで他にもたくさんの事例を解説付きで紹介しています。

家具が整ったら、インテリア雑貨もお部屋に合わせて選びましょう。
毎日の暮らしが楽しくなるアイテムをご用意しています。

スタイリクス　オンラインショップ http://stylicsshop.com/
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3D simulation
3Dシミュレーション

３Ｄシミュレーションで、
間違いのない家具選びを。

間取り図からPCで立体的にお部屋を再現。サイズやカラー・レイアウトな
ど、家具を置いたイメージをチェック。家具探しがとってもスムーズに、失
敗もなくなります。後は70,000点のアイテムから候補をピックアップして
もらうだけ。もう探し回って疲れることもありません。

家具レンタルのスマートプランもお気軽にご利用ください。

詳細は次のページへ▶▶▶

「一度に沢山の家具が必要だけど、予算が限られている」「出費を抑えた

い」「また引越があるかも・・」といったお客様のためのお得な家具のレ

ンタルプランもございます。

間取り図をお持ち
ください。

PC上で立体的に再現。

サイズ・カラー・レイアウト
も自由自在。

お部屋のイメージ
を確認。

2

3

1
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Smart plan
スマートプラン 1

家計に占める費用が小さいのに「大きな買い物」に映る家具。一度に払
わなければ負担はグンと楽に。
スマートプランなら、レンタルで始めて支払残価で買い取れ、金利・手数
料も無いから、無駄なく負担を軽くできます。しかも、返却ができるか
ら、引越しや模様替えも楽々。
ファイナンス先進国では当たり前のサービスが、日本でも使えるように
なりました。

の新品家具から選べる

楽々支払いプラン

金利手数料

いつでも

初期費用は通常の

の支払いでOK

70 , 0 0 0点
1/ 3

月々約3％
買取OK

0円 安心
傷や汚れも

新品なのに買うよりお得。
長く使っても損しない。

結婚や引越の際に上手に出費を抑える人
が増えています。

豊富なアイテムから
お気に入りを見つけて下さい。

買取と返却が選べます。憧れの家具も
無理なく揃えられます。

カードの分割払いのような金利は
いっさいかかりません。

どんな傷や汚れでも補修費用が発生
しない「あんしん保証制度」あり。

¥ 0

月々3 , 0 0 0円～楽々新生活スタート！！
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5 掲載商品は取扱商品の一例です。張り地のランクにより価格が異なる場合がございます。
掲載商品は、予告なく取扱の中止や仕様・価格変更となる場合がございます。　
価格はすべて税抜表示です。

10 11

2Pソファ　￥145,000～（張地により価格が変わります）　　リビングテーブル　￥126,000　　

イージーチェア　￥52,000　　オットマン　￥16,000　 ダイニングテーブル　￥79,000
ダイニングチェア(1脚)　￥23,000

ベッドフレーム(シングルサイズ)　￥61,000
テーブル付ベッドフレーム(シングルサイズ)　￥80,000
マットレス(シングルサイズx2)　￥154,400

スタンド照明　￥26,000

nordic
北欧

Coordinate service
コーディネートサービス

コーディネーターが探せば、手頃な
価格で上質感のあるアイテムが見
つかります。

上質感

プロの視点を活かしたセレクトが
インテリア全体に統一感を生み出
します。

統 一感

一人ひとりに合わせたアドバイス
で、本当に「使いやすい家具」を提
案します。

使いやすさ

置きたい家具をすっきり収め、プロ
の視点から最適なレイアウトをご
提案します。

最適なレイアウト

利用者が10 , 0 0 0組を超えるスタイリクスのコーディネートサービス。
洗練されたコーディネートの技に加え、心地よく感じるまでのスムーズな
選定プロセスがあります。
それは、見た目だけのコーディネートに留まらず、使用者視点まで考えら
れた「アイテム選定のプロセス」。プロのコーディネーターが日々磨いた
選定プロセスで、スムーズに理想のインテリアを提案します。

後悔しないお部屋づくり。
家具を買う時はコーディネーターに依頼！

4 商品選定2 コンセプト
整理 3 3D

シミュレーション1 ヒアリング

コーディネートサービスのステップ

ライフスタイル、家族構
成、必要な家具などをお
伺いします。

漠然としたイメージから
コンセプトを明確にし
ます。

その場でカラー・サイズ・
レイアウトを調整しま
す。

7万点のアイテムから最
適なものをご提案しま
す。

10 , 0 0 0組のコーディネート実績。
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掲載商品は取扱商品の一例です。張り地のランクにより価格が異なる場合がございます。
掲載商品は、予告なく取扱の中止や仕様・価格変更となる場合がございます。
価格はすべて税抜表示です。

P08 P09100x210mm

natural
ナチュラル

コーナーソファ　¥451,000（クッション、アームトレーは別売）　　 スツール　￥69,000　　　　

ダイニングテーブル　￥153,000
ダイニングチェア（1脚）　￥34,000　　

ダイニングテーブル　￥131,000 　
ダイニングチェア（1脚）　￥45,000

　ベッドフレーム(ロイヤルサイズ)　￥121,000
マットレス(シングル＋セミダブルサイズ)　￥185,200

ネストテーブル (3点セット) 　￥28,000

asian
アジアン

ダイニングテーブル　￥65,000　　
ダイニングチェア(１脚)　￥23,000

ダイニングテーブル　￥89,000
ダイニングチェア(1脚)　￥37,500

テーブル付シングルベッドフレーム(右＋左)　￥200,000
マットレス(シングルサイズx2)　￥154,400

カーテン(200×200㎝)　¥71,200

片肘ソファ(右＋左の２台)　￥360,000　　アームレスソファ　￥125,000　　オットマン　￥70,000（クッションは別売）　
コーヒーテーブル　￥320,000　
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P06 P07100x210mm

3Pソファ　￥109,800　　リビングテーブル　￥85,000　　ラグ　￥36,000

TVボード　¥65,000　　 ダイニングテーブル　￥210,000
ダイニングチェア(1脚)　￥123,000
アームレスチェア(1脚)　￥111,000

　
　

1Pソファ　￥179,000　サイドテーブル　￥68,000 ベッドフレーム(キングサイズ)　￥209,500 ベッド＆マットレス(セミシングルサイズx2)　￥154,000　
マットレス(シングルサイズx2)　￥154,400
サイドテーブル　￥30,500

simple modern
シンプルモダン

1

chic modern
シックモダン

掲載商品は取扱商品の一例です。張り地のランクにより価格が異なる場合がございます。
掲載商品は、予告なく取扱の中止や仕様・価格変更となる場合がございます。
価格はすべて税抜表示です。

2

3Pソファ(革張り)　￥669,000　　リビングテーブル(中央)　￥96,000　リビングテーブル(右)　￥87,000　 　　

テレビボード　￥171,000 ダイニングテーブル　￥80,000 　

デスク　￥56,000　　デスクチェア（1脚） ￥19,800



あなたが人生の約半分を
すごす、自分の部屋。そのインテリアに
満足できない人が、意外に多い。

不満
93％

自分の部屋のインテリアに
満足していますか？

イメージから
コンセプトを作る

アイテム選び
も迷わない

コーディネーター
と一緒なら・・・

レイアウトも
すっきり解決

デザインに
自分らしい
統一感

お金も時間も
ムダがない

初期費用は
通常の 1/3

スタイリクスの
スマートプラン

なら・・・

月々約3％で
使った分だけ
お支払い

返却も
買い取りも
お得

金利手数料は
0円

コンセプトに沿って
仕様を決める

仕様に合う
アイテムを選ぶ

満足

その原因、実は家具選びのステップにあります。
家具が必要となると、とりあえず見て回ったりしてませんか？
選ぶ前の小さな準備が大きな差を生むんです。

そう。さらに部屋でのすごし方を考えて
家具の配置をシミュレーションすれば、もう完璧。

そんなときは、コーディネーターに手伝ってもらう。
美容院みたいに話しながら楽しく良いものが選べます。

一度に全部買うのは予算がちょっと、というあなた。
使った分だけ支払う家具のそろえ方、ご存じですか？

お部屋でのすごし方診断

スタイルとアイテムの導出

お部屋の動線の設計

サイズの決定

家具選びって難しい・・・。

なんでうまくいかないんだろう？

なるほど、選び方のステップか。

でも、自分でやるのは難しいな。

しかも賢く全部そろえる方法、
ないかな？

04 05

詳細はＰ11　コーディネートサービスへ ▶

詳細はＰ13　スマートプランへ ▶

P04 P05100x210mm

プロのコーディネーターが世界中から集めた
全70,000点。

〔家 具〕

〔ベッド〕

〔カーテン・ブラインド・ファブリック〕

〔照 明〕

◎・・・レンタル可能メーカー

お客様ひとりひとりの個性を大事にした
家具選びができるように、国内外の有名
ブランドから最新の個性派アイテムまで、
インテリアメーカー150社以上70,000点
をコレクション。その中からプロのコーデ
ィネーターが、心地良さと価格をしっかり
確かめ、納得いただける上質のアイテム
をご提供します。

chic modern

naturalsimple modern

asian

１

３2

４

シックモダン　　　　　　　　　

ナチュラル　　　　　　　　シンプルモダン　　　　　　　　

アジアン　　　　　 5 nordic
北欧　　　　　　　　

取
扱
ア
イ
テ
ム

取
扱
メ
ー
カ
ー

パナソニック◎／小泉産業◎／大光電機◎／ODELIC◎／ヤマギワ／アートワークスタジオ◎
インターフォルム◎／MAXRAY◎／遠藤照明◎／山田照明◎／ディクラッセ◎／メルクロス◎…etc.　

サンゲツ◎／リリカラ◎／東リ◎／立川ブラインド／FEDEPOLYMARBLE／DDintex／プレーベル／
川島織物セルコン◎…etc.　※ラグはレンタル不可

シモンズ◎／フランスベッド◎／ドリームベッド◎(一部不可)／シーリーベッド◎／日本ベッド製造／
アイシン精機◎／テンピュール◎…etc.

日本フクラ◎／MKマエダ◎／IDEE／WISEWISE◎／AIDEC／PINO CORPORATION◎／インターオフィス／
エスティック◎(一部不可)／ヤマギワ◎／アダル◎／松永家具◎／マルイチセーリング◎／天童木工／
ワタリジャパン◎／カンディハウス◎／カリモク◎／日進木工◎／カナタ製作所◎／レグナテック◎／
アスプルンド◎／中村工芸／柏木工◎／パモウナ◎／関家具◎(一部不可)／ミキモク◎／リッツウェル◎／
アルテ◎／東谷◎…etc.

■ ソファ　（２Ｐソファ：￥30,000～￥1,600,000）

■ テレビボード　（ローボード：￥20,000～￥300,000）

■ テーブル　（ダイニングテーブル：￥20,000～￥400,000）

■ チェア　（ダイニングチェア：￥14,000～￥80,000）

■ 食器棚　（￥30,000～￥500,000）

■ デスク　（￥14,000～￥180,000）

■ ベッド　（シングルフレーム：￥40,000～￥800,000）

■ 天井照明　（￥8,000～￥1,000,000）


