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令和２年１月１７日 

株式会社キュラーズに対する景品表示法に基づく措置命令について 

消費者庁は、本日、株式会社キュラーズに対し、同社が供給する「収納ユニ

ット」と称する収納スペースの賃貸サービスに係る表示について、景品表示法

に違反する行為（同法第５条第２号（有利誤認）に該当）が認められたことか

ら、同法第７条第１項の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。 

１ 違反行為者の概要 

名 称 株式会社キュラーズ（法人番号 4011001055334） 

所 在 地 東京都品川区大崎三丁目５番２号 

代 表 者 代表取締役 ステファン・ジョセフ・スポーン 

設立年月 平成１３年８月 

資 本 金 １０００万円（令和２年１月現在） 

２ 措置命令の概要 

⑴ 対象役務

「収納ユニット」と称する収納スペースの賃貸サービス（以下「本件役

務」という。） 

⑵ 対象表示

ア 表示の概要

(ｱ) 表示媒体

自社ウェブサイト内の「勝どき・月島店」と称する店舗（以下「本件

店舗」という。）に係るウェブページ 

(ｲ) 表示期間

別表「表示期間」欄記載の期間

(ｳ) 表示内容（表示例：別紙１及び別紙２） 

例えば、平成３１年２月２０日から同月２８日までの間、「３ヶ月間

３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：２／２８まで）」、「３ヶ月間３０％ＯＦ

Ｆキャンペーン！２／２８までにお問合せいただいた方限定！」、「キ

ャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期間の翌月から適

用となります。（例：１／１５利用開始の場合、３／１から適用） 申
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込み期限：２／２８まで」等と表示するなど、別表「表示期間」欄記

載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、

あたかも、同欄記載の期限までに、本件店舗に対し、本件役務の提供

について問い合わせて新規に本件役務の提供を申し込んだ場合に限り、

利用開始月の翌々月からの３か月間、同欄記載の「定価」と称する価

格から３０パーセント割り引いた価格で本件役務を提供するかのよう

に表示していた。 

イ 実際 

  実際には、別表「表示内容」欄記載の期限を経過した後に、本件店舗

に対し、本件役務の提供について問い合わせて新規に本件役務の提供を

申し込んだ場合であっても、利用開始月の翌々月からの３か月間、同欄

記載の「定価」と称する価格から３０パーセント割り引いた価格で本件

役務の提供を受けることができるものであった。 

 

⑶ 命令の概要 

 ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件

について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消

費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一

般消費者に周知徹底すること。 

 イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。 

 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

  

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電  話 ０３（３５０７）９２３９ 

ホームページ https://www.caa.go.jp/ 
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別表 

 

表示期間 表示内容 

平成３１年２月２０日

から同月２８日までの

間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：２／２８

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！２／２８ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，４１０円 定価１６，３００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４６，４８０円 定価６６，４００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６７，４８０円 定価９６，４００円」 

・「１０畳 ７４，７６０円 定価１０６，８００円」 

・「１３畳 ８９，１８０円 定価１２７，４００円」 

・「１６畳 ９９，４７０円 定価１４２，１００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：２

／２８まで」 

（別紙１） 

平成３１年３月１日か

ら同月５日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／６ま

で）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／６まで

にお問合せいただいた方限定！」 
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表示期間 表示内容 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：３

／６まで」 

（別紙２） 

平成３１年３月５日か

ら同月１２日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／１３

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／１３ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 
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表示期間 表示内容 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：３

／１３まで」 

平成３１年３月１２日

から同月１８日までの

間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／２０

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／２０ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 
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表示期間 表示内容 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：３

／２０まで」 

平成３１年３月１８日

から同月２６日頃まで

の間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／２７

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／２７ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 
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表示期間 表示内容 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：３

／２７まで」 

平成３１年３月２７日

頃から同月３１日まで

の間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／３１

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／３１ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期
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表示期間 表示内容 

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：３

／３１まで」 

平成３１年４月１日か

ら同月８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：４／１０

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！４／１０ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：４

／１０まで」 

平成３１年４月８日か

ら同月１５日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：４／１７

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！４／１７ま
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表示期間 表示内容 

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：４

／１７まで」 

平成３１年４月１５日

から同月２２日までの

間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：４／２４

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！４／２４ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 
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表示期間 表示内容 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：４

／２４まで」 

平成３１年４月２２日

から同月３０日までの

間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：４／３０

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！４／３０ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 
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表示期間 表示内容 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：４

／３０まで」 

令和元年５月１日から

同月８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／８ま

で）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／８まで

にお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 
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表示期間 表示内容 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：５

／８まで」 

令和元年５月８日から

同月１３日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／１５

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／１５ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期
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表示期間 表示内容 

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：５

／１５まで」 

令和元年５月１３日か

ら同月２０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／２２

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／２２ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：５

／２２まで」 

令和元年５月２０日か

ら同月２７日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／２９

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／２９ま
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表示期間 表示内容 

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：５

／２９まで」 

令和元年５月２７日か

ら同月３１日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／３１

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／３１ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 
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表示期間 表示内容 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：５

／３１まで」 

令和元年６月１日から

同月３日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／５ま

で）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／５まで

にお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 
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表示期間 表示内容 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：６

／５まで」 

令和元年６月３日から

同月１１日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／１２

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／１２ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 
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表示期間 表示内容 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：６

／１２まで」 

令和元年６月１１日か

ら同月１７日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／１９

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／１９ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期
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表示期間 表示内容 

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：６

／１９まで」 

令和元年６月１７日か

ら同月２５日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／２６

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／２６ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：６

／２６まで」 

令和元年６月２５日か

ら同月３０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／３０

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／３０ま
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表示期間 表示内容 

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：６

／３０まで」 

令和元年７月１日から

同月８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：７／１０

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！７／１０ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 
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表示期間 表示内容 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：７

／１０まで」 

令和元年７月８日から

同月１６日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：７／１７

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！７／１７ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 
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表示期間 表示内容 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：７

／１７まで」 

令和元年７月１６日か

ら同月２２日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：７／２４

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！７／２４ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 
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表示期間 表示内容 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：７

／２４まで」 

令和元年７月２２日か

ら同月３１日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：７／３１

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！７／３１ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 
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表示期間 表示内容 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：７

／３１まで」 

令和元年８月２６日か

ら同月３０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：８／３１

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！８／３１ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５



 

24 

 

表示期間 表示内容 

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：８

／３１まで」 

令和元年８月３０日か

ら同年９月１０日まで

の間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：９／１１

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！９／１１ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：９

／１１まで」 

令和元年９月１０日か

ら同月１７日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：９／１８

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！９／１８ま
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表示期間 表示内容 

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：９

／１８まで」 

令和元年９月１７日か

ら同月２４日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：９／２５

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！９／２５ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 
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表示期間 表示内容 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：９

／２５まで」 

令和元年９月２４日か

ら同月３０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：９／３０

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！９／３０ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 



 

27 

 

表示期間 表示内容 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：９

／３０まで」 

令和元年１０月１日か

ら同月８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：１０／９

まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！１０／９ま

でにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 
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表示期間 表示内容 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：１

０／９まで」 

令和元年１０月８日か

ら同月１５日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：１０／１

６まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！１０／１６

までにお問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） 

４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００

円」 
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表示期間 表示内容 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００

円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期

費用期間の翌月から適用となります。（例：１／１５

利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：１

０／１６まで」 

 



キュラーズ勝どき・月島店（中央区）

東京都中央区（勝どき駅）のトランクルーム
都営大江戸線「勝どき駅」徒歩1分、「月島駅」は徒歩8分！ ビルインタイプの無料駐車場完備で雨の日も安心！

〒104-0054 東京都中央区勝どき2-11-9
大江戸線「勝どき駅」A3b出口1分／有楽町線・大江戸線「月島駅」8分 

お電話やWEBから店舗のご案内・見学予約が可能です


通話料無料0120-15-9775

地図データ ©2019 Google, ZENRIN

大きい地図を表示する

晴海通り築地・銀座方面からもすぐ清澄通り沿い！

3ヶ月間30%OFF（お問合せ期限：2/28まで）

電話予約・問合せ： 8:30～19:30（定休日：なし）
0120-15-9775

店舗スタッフ対応：10:00～17:00（定休日：なし）
※最終見学開始16:30

駐車場：3台（屋根付き）

すべて表示

TEL MENU
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ご予約・ご相談コールセンター8:30～19:30（土日祝OK）

WEBから見学予約する
WEBから30秒かんたん無料予約！

キュラーズ勝どき・月島店の料金・サイズ

3ヶ月間30%OFFキャンペーン！
2/28までにお問合せいただいた方限定！ 

空室状況ボタンより、Webから簡単に 利用申込み・店舗見学予約 が可能です！

サイズ キャンペーン（月額/税抜） 空室状況

ユニット

Box-1
4,270円

定価6,100円
○

Box-2
4,270円

定価6,100円
残1

Box-3
4,690円

定価6,700円
○

ユニット

0.4畳
8,400円

定価12,000円
空き予定

0.5畳
8,610円

定価12,300円
空き予定

0.7畳
10,080円

定価14,400円
空き予定

0.8畳
11,410円

定価16,300円
空き予定

ユニット

1.0畳
13,860円

定価19,800円
残1

1.3畳
15,120円

定価21,600円
○

1.6畳
18,620円

定価26,600円
残2

ユニット

2.0畳
23,800円

定価34,000円
○

2.5畳
27,370円

定価39,100円
残2

3.3畳
36,050円

定価51,500円
残3

4.0畳 38,570円 ○

TEL MENU
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総合評価（5段階）

口コミ件数

サイズ キャンペーン（月額/税抜） 空室状況

ユニット

定価55,100円

5.0畳
46,480円

定価66,400円
空き予定

6.5畳
59,990円

定価85,700円
×

8.0畳
67,480円

定価96,400円
×

10畳
74,760円

定価106,800円
空き予定

13畳
89,180円

定価127,400円
空き予定

16畳
99,470円

定価142,100円
×

お電話やWEBから店舗のご案内・見学予約が可能です


通話料無料0120-15-9775

ご予約・ご相談コールセンター8:30～19:30（土日祝OK）

WEBから見学予約する
WEBから30秒かんたん無料予約！

キュラーズ勝どき・月島店を選ぶ理由

高層マンションが立ち並ぶ東京都中央区の月島・勝どきベイエリアに、トランクルーム・キュラーズ月島・勝どき店がございます。東京都営地下鉄
「勝どき駅」から徒歩1分、お隣の「月島駅」からも7分の徒歩圏内という便利な場所に位置し、お車でも来店しやすい清澄通り沿いで屋内の無料駐
車場3台分をご用意しております。晴海通りとの交差点すぐにあるので、築地や銀座方面からもほど近いにもかかわらず、銀座周辺のトランクルーム
料金設定よりもお安くご提供しています。

お電話1本でご自宅にいながらお申込みをすることも可能です。郵送にてお手続きをしていますので、来店する時間のない方や遠方にお住まいの方に
も好評のサービスとなっております。お荷物の運搬も、キュラーズ価格でご利用いただける運送会社をご紹介しますので、安心してご相談くださ
い。 

口コミ・お客様の声 | キュラーズ勝どき・月島店

実際にキュラーズをご利用になられたお客様の声です。ぜひ参考にしてみてください。

（4.7）

60件

空室状況の【空き予定】は、現時点では確定ではなく退室予定となります。他のサイズもご見学可能ですので、お気軽にお問合せください。

キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期間の翌月から適用となります。（例：1/15利用開始の場合、3/1から適用） 申込み期限：
2/28まで

初期費用は、最初の利用料（初月日割り分＋翌月分）とセキュリティカード代金2,300円（税抜）となります。

キュラーズでは、管理費・事務手数料などが不要なので低予算で最短1ヶ月からの短期利用が可能です！

利便性の良い1階や店舗特有の収納スペース等は、上記料金と異なる場合があります。

TEL MENU
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キュラーズ勝どき・月島店（中央区）

東京都中央区（勝どき駅）のトランクルーム
都営大江戸線「勝どき駅」徒歩1分、「月島駅」は徒歩8分！ ビルインタイプの無料駐車場完備で雨の日も安心！

〒104-0054 東京都中央区勝どき2-11-9
大江戸線「勝どき駅」A3b出口1分／有楽町線・大江戸線「月島駅」8分 

地図データ ©2019 Google, ZENRIN

大きい地図を表示する

晴海通り築地・銀座方面からもすぐ清澄通り沿い！

3ヶ月間30%OFF（お問合せ期限：3/6まで）

電話予約・問合せ： 8:30～19:30（定休日：なし）
0120-15-9775

店舗スタッフ対応：10:00～17:00（定休日：なし）
※最終見学開始16:30

駐車場：3台（屋根付き）

TEL MENU
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お電話やWEBから店舗のご案内・見学予約が可能です

通話料無料0120-15-9775

ご予約・ご相談コールセンター8:30～19:30（土日祝OK）

WEBから見学予約する
WEBから30秒かんたん無料予約！

キュラーズ勝どき・月島店の料金・サイズ

3ヶ月間30%OFFキャンペーン！
3/6までにお問合せいただいた方限定！ 

空室状況ボタンより、Webから簡単に 利用申込み・店舗見学予約 が可能です！

サイズ キャンペーン（月額/税抜） 空室状況

ユニット

Box-1
4,270円

定価6,100円
○

Box-2
4,270円

定価6,100円
残2

Box-3
4,690円

定価6,700円
○

ユニット

0.4畳
8,400円

定価12,000円
残1

0.5畳
8,610円

定価12,300円
空き予定

0.7畳
10,080円

定価14,400円
空き予定

0.8畳
11,760円

定価16,800円
空き予定

ユニット 1.0畳
13,860円

定価19,800円
残3

1.3畳

全フロア空調完備・カビを抑制！

安心のセキュリティシステム！

24時間荷物の出し入れ自由！

事務手数料・管理費など一切不要！

即日利用・短期利用OK！

隠す

TEL MENU
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サイズ キャンペーン（月額/税抜） 空室状況

15,120円
定価21,600円

○

1.6畳
18,620円

定価26,600円
残2

ユニット

2.0畳
23,800円

定価34,000円
残3

2.5畳
27,370円

定価39,100円
残2

3.3畳
36,050円

定価51,500円
残2

ユニット

4.0畳
38,570円

定価55,100円
○

5.0畳
47,670円

定価68,100円
残2

6.5畳
59,990円

定価85,700円
残1

8.0畳
69,160円

定価98,800円
×

10畳
76,650円

定価109,500円
空き予定

13畳
91,420円

定価130,600円
空き予定

16畳
101,990円

定価145,700円
×

お電話やWEBから店舗のご案内・見学予約が可能です

通話料無料0120-15-9775

空室状況の【空き予定】は、現時点では確定ではなく退室予定となります。他のサイズもご見学可能ですので、お気軽にお問合せく
ださい。

キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期間の翌月から適用となります。（例：1/15利用開始の場合、3/1から適用）
申込み期限：3/6まで

初期費用は、最初の利用料（初月日割り分＋翌月分）とセキュリティカード代金2,300円（税抜）となります。

キュラーズでは、管理費・事務手数料などが不要なので低予算で最短1ヶ月からの短期利用が可能です！

利便性の良い1階や店舗特有の収納スペース等は、上記料金と異なる場合があります。

TEL MENU
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋） 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の

誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのあ

る行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを

目的とする。 

 

 （不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに

該当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似

の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると

示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種

若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の

相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘

引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められ

るもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者

に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自

主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反

する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び

行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要

な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合に

おいても、次に掲げる者に対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅

したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当

該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受け

た事業者 

２ （省略） 

（参考１） 
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 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条

第一項の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはそ

の者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告

をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若

しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を

行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。  

２～３ （省略） 

 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費

者庁長官に委任する。 

２～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 
（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三

条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、

第五条第三号、第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及

び第二項、第二十六条第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項

において準用する場合を含む。）の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（参考２） 

 

（参考２） 

 

（参考２） 

 

景
品
表
示
法 

第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

○優良誤認表示（５条１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○有利誤認表示（５条２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（７条２項） 

 消費者庁長官は、措置命令に関し、商品・サービスの内容（効果、

性能）に関する優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある

場合に、期間を定めて、事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができる。 

⇒ 事業者が資料を提出しない場合又は提出された資料が

表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められ

ない場合は、当該表示は不当表示とみなされる。 

①商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のもの

よりも著しく優良であると示す表示 

①無果汁の清涼飲料水等についての表示 

②商品の原産国に関する不当な表示 

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④不動産のおとり広告に関する表示 

⑤おとり広告に関する表示 

⑥有料老人ホームに関する不当な表示 

①商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認される

おそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示（５条３号） 

②商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違

して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

②商品・サービスの取引条件について、競争事業者に係るものより

も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 



 
 
 

１ 
 

別添 

消 表 対 第 ２ 号 

令和２年１月１７日 

 

株式会社キュラーズ 
代表取締役 ステファン・ジョセフ・スポーン 殿 

 
消費者庁長官 伊藤 明子       

（公印省略） 
 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 
 

貴社は、貴社が運営する「キュラーズ」と称する店舗のうち「勝どき・月島店」と称する

店舗（以下「本件店舗」という。）において供給する「収納ユニット」と称する収納スペー

スの賃貸サービス（以下「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示

防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁

止されている同条第２号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第７条第１項の規

定に基づき、次のとおり命令する。 
 
１ 命令の内容 

(1) 貴社は、貴社が一般消費者に提供する本件役務に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア(ｱ) 貴社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイト内の本件

店舗に係るウェブページにおいて、例えば、平成３１年２月２０日から同月２８日

までの間、「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：２／２８まで）」、「３ヶ月間３

０％ＯＦＦキャンペーン！２／２８までにお問合せいただいた方限定！」、「キャン

ペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期間の翌月から適用となります。（例：

１／１５利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：２／２８まで」等と表

示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり

表示することにより、あたかも、同欄記載の期限までに、本件店舗に対し、本件役

務の提供について問い合わせて新規に本件役務の提供を申し込んだ場合に限り、利

用開始月の翌々月からの３か月間、同欄記載の「定価」と称する価格から３０パー

セント割り引いた価格で本件役務を提供するかのように表示していたこと。 

 (ｲ) 実際には、別表「表示内容」欄記載の期限を経過した後に、本件店舗に対し、本

件役務の提供について問い合わせて新規に本件役務の提供を申し込んだ場合であ

っても、利用開始月の翌々月からの３か月間、同欄記載の「定価」と称する価格か

※別添写しについては、添付を省略しています。 



 
 

２ 

 

ら３０パーセント割り引いた価格で本件役務の提供を受けることができるもので

あったこと。 

イ 前記ア(ｱ)の表示は、前記ア(ｲ)のとおりであって、本件役務の取引条件について、

実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

であり、景品表示法に違反するものであること。 

 (2) 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記(1)アの表示と同

様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の従業員に

周知徹底しなければならない。 

(3) 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記(1)アの表示と同

様の表示を行うことにより、当該役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相

手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない。 

(4) 貴社は、前記(1)に基づいて行った周知徹底及び前記(2)に基づいてとった措置につ

いて、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

(1) 株式会社キュラーズ（以下「キュラーズ」という。）は、東京都品川区大崎三丁目５

番２号に本店を置き、不動産の賃貸借業等を営む事業者である。 

(2) キュラーズは、自ら運営する「キュラーズ」と称する店舗において、本件役務を一般

消費者に提供している。 

(3) キュラーズは、本件役務に係る自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 

(4)ア キュラーズは、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、自社ウェブサイト内の

本件店舗に係るウェブページにおいて、例えば、平成３１年２月２０日から同月２８

日までの間、「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：２／２８まで）」、「３ヶ月間３

０％ＯＦＦキャンペーン！２／２８までにお問合せいただいた方限定！」、「キャン

ペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期間の翌月から適用となります。（例：

１／１５利用開始の場合、３／１から適用） 申込み期限：２／２８まで」等と表示

するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示

することにより、あたかも、同欄記載の期限までに、本件店舗に対し、本件役務の提

供について問い合わせて新規に本件役務の提供を申し込んだ場合に限り、利用開始

月の翌々月からの３か月間、同欄記載の「定価」と称する価格から３０パーセント割

り引いた価格で本件役務を提供するかのように表示していた。 

イ 実際には、別表「表示内容」欄記載の期限を経過した後に、本件店舗に対し、本件

役務の提供について問い合わせて新規に本件役務の提供を申し込んだ場合であって

も、利用開始月の翌々月からの３か月間、同欄記載の「定価」と称する価格から３０

パーセント割り引いた価格で本件役務の提供を受けることができるものであった。 

 



 
 

３ 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、キュラーズは、自己の供給する本件役務の取引に関し、本件役務の

取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に

誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害

するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第５

条第２号に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

(1) 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処

分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日

の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

(2) 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、

この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴え

を提起することができなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、

審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。

ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を

経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。  

 



 
 

４ 

 

別表 
表示期間 表示内容 

平成３１年２月２０日か

ら同月２８日までの間 
・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：２／２８まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！２／２８までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，４１０円 定価１６，３００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４６，４８０円 定価６６，４００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６７，４８０円 定価９６，４００円」 

・「１０畳 ７４，７６０円 定価１０６，８００円」 

・「１３畳 ８９，１８０円 定価１２７，４００円」 

・「１６畳 ９９，４７０円 定価１４２，１００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：２／２８まで」 

（別添写し１） 

平成３１年３月１日から

同月５日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／６まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／６までにお問

合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 



 
 

５ 

 

表示期間 表示内容 
・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：３／６まで」 

（別添写し２） 

平成３１年３月５日から

同月１２日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／１３まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／１３までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 



 
 

６ 

 

表示期間 表示内容 
・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：３／１３まで」 

（別添写し３） 

平成３１年３月１２日か

ら同月１８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／２０まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／２０までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 



 
 

７ 

 

表示期間 表示内容 
・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：３／２０まで」 

（別添写し４） 

平成３１年３月１８日か

ら同月２６日頃までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／２７まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／２７までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：３／２７まで」 



 
 

８ 

 

表示期間 表示内容 
（別添写し５） 

平成３１年３月２７日頃

から同月３１日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：３／３１まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！３／３１までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：３／３１まで」 

（別添写し６） 

平成３１年４月１日から

同月８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：４／１０まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！４／１０までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 



 
 

９ 

 

表示期間 表示内容 
・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：４／１０まで」 

（別添写し７） 

平成３１年４月８日から

同月１５日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：４／１７まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！４／１７までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 



 
 

１０ 

 

表示期間 表示内容 
・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：４／１７まで」 

（別添写し８） 

平成３１年４月１５日か

ら同月２２日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：４／２４まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！４／２４までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 



 
 

１１ 

 

表示期間 表示内容 
・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：４／２４まで」 

（別添写し９） 

平成３１年４月２２日か

ら同月３０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：４／３０まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！４／３０までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２３，８００円 定価３４，０００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：４／３０まで」 



 
 

１２ 

 

表示期間 表示内容 
（別添写し１０） 

令和元年５月１日から同

月８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／８まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／８までにお問

合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：５／８まで」 

（別添写し１１） 

令和元年５月８日から同

月１３日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／１５まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／１５までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 



 
 

１３ 

 

表示期間 表示内容 
・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：５／１５まで」 

（別添写し１２） 

令和元年５月１３日から

同月２０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／２２まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／２２までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 



 
 

１４ 

 

表示期間 表示内容 
・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：５／２２まで」 

（別添写し１３） 

令和元年５月２０日から

同月２７日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／２９まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／２９までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 



 
 

１５ 

 

表示期間 表示内容 
・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：５／２９まで」 

（別添写し１４） 

令和元年５月２７日から

同月３１日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：５／３１まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！５／３１までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：５／３１まで」 



 
 

１６ 

 

表示期間 表示内容 
（別添写し１５） 

令和元年６月１日から同

月３日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／５まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／５までにお問

合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：６／５まで」 

（別添写し１６） 

令和元年６月３日から同

月１１日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／１２まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／１２までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 



 
 

１７ 

 

表示期間 表示内容 
・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：６／１２まで」 

（別添写し１７） 

令和元年６月１１日から

同月１７日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／１９まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／１９までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 



 
 

１８ 

 

表示期間 表示内容 
・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：６／１９まで」 

（別添写し１８） 

令和元年６月１７日から

同月２５日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／２６まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／２６までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 



 
 

１９ 

 

表示期間 表示内容 
・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：６／２６まで」 

（別添写し１９） 

令和元年６月２５日から

同月３０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：６／３０まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！６／３０までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，４００円 定価１２，０００円」 

・「０．５畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．７畳 １０，０８０円 定価１４，４００円」 

・「０．８畳 １１，７６０円 定価１６，８００円」 

・「１．０畳 １３，８６０円 定価１９，８００円」 

・「１．３畳 １５，１２０円 定価２１，６００円」 

・「１．６畳 １８，６２０円 定価２６，６００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３８，５７０円 定価５５，１００円」 

・「５．０畳 ４７，６７０円 定価６８，１００円」 

・「６．５畳 ５９，９９０円 定価８５，７００円」 

・「８．０畳 ６９，１６０円 定価９８，８００円」 

・「１０畳 ７６，６５０円 定価１０９，５００円」 

・「１３畳 ９１，４２０円 定価１３０，６００円」 

・「１６畳 １０１，９９０円 定価１４５，７００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：６／３０まで」 



 
 

２０ 

 

表示期間 表示内容 
（別添写し２０） 

令和元年７月１日から同

月８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：７／１０まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！７／１０までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：７／１０まで」 

（別添写し２１） 

令和元年７月８日から同

月１６日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：７／１７まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！７／１７までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 



 
 

２１ 

 

表示期間 表示内容 
・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：７／１７まで」 

（別添写し２２） 

令和元年７月１６日から

同月２２日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：７／２４まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！７／２４までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 



 
 

２２ 

 

表示期間 表示内容 
・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：７／２４まで」 

（別添写し２３） 

令和元年７月２２日から

同月３１日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：７／３１まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！７／３１までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 



 
 

２３ 

 

表示期間 表示内容 
・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：７／３１まで」 

（別添写し２４） 

令和元年８月２６日から

同月３０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：８／３１まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！８／３１までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，２７０円 定価６，１００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，６９０円 定価６，７００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：８／３１まで」 



 
 

２４ 

 

表示期間 表示内容 
（別添写し２５） 

令和元年８月３０日から

同年９月１０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：９／１１まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！９／１１までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：９／１１まで」 

（別添写し２６） 

令和元年９月１０日から

同月１７日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：９／１８まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！９／１８までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 



 
 

２５ 

 

表示期間 表示内容 
・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：９／１８まで」 

（別添写し２７） 

令和元年９月１７日から

同月２４日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：９／２５まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！９／２５までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 



 
 

２６ 

 

表示期間 表示内容 
・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：９／２５まで」 

（別添写し２８） 

令和元年９月２４日から

同月３０日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：９／３０まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！９／３０までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 



 
 

２７ 

 

表示期間 表示内容 
・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：９／３０まで」 

（別添写し２９） 

令和元年１０月１日から

同月８日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：１０／９まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！１０／９までにお

問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：１０／９まで」 



 
 

２８ 

 

表示期間 表示内容 
（別添写し３０） 

令和元年１０月８日から

同月１５日までの間 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦ（お問合せ期限：１０／１６まで）」 

・「３ヶ月間３０％ＯＦＦキャンペーン！１０／１６までに

お問合せいただいた方限定！」 

・「サイズ Ｂｏｘ－１ キャンペーン（月額／税抜） ４，

４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－２ ４，４１０円 定価６，３００円」 

・「Ｂｏｘ－３ ４，８３０円 定価６，９００円」 

・「０．４畳 ８，６１０円 定価１２，３００円」 

・「０．５畳 ８，８２０円 定価１２，６００円」 

・「０．７畳 １０，３６０円 定価１４，８００円」 

・「０．８畳 １２，０４０円 定価１７，２００円」 

・「１．０畳 １４，２１０円 定価２０，３００円」 

・「１．３畳 １５，４７０円 定価２２，１００円」 

・「１．６畳 １９，１１０円 定価２７，３００円」 

・「２．０畳 ２２，６８０円 定価３２，４００円」 

・「２．５畳 ２７，３７０円 定価３９，１００円」 

・「３．３畳 ３６，０５０円 定価５１，５００円」 

・「４．０畳 ３９，５５０円 定価５６，５００円」 

・「５．０畳 ４８，９３０円 定価６９，９００円」 

・「６．５畳 ６１，５３０円 定価８７，９００円」 

・「８．０畳 ７０，９８０円 定価１０１，４００円」 

・「１０畳 ７８，６８０円 定価１１２，４００円」 

・「１３畳 ９３，８００円 定価１３４，０００円」 

・「１６畳 １０４，６５０円 定価１４９，５００円」 

・「キャンペーンは、新規お申し込みの方のみ、初期費用期

間の翌月から適用となります。（例：１／１５利用開始の場

合、３／１から適用） 申込み期限：１０／１６まで」 

（別添写し３１） 

 




