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株式会社春うららかな書房
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AQ レント https://aqrent.jp/
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シェアリング / レンタルサービス
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●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩約 1 分●東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩約 1 分

実際にワークブースを見たり、触ったり、使ってご確認いただけるショールームをご用意しています。
ショールームにお越しの際は、必ず事前にご連絡ください。

お問い合わせの際は、「ワークブースレンタルの総合カタログを見た」とお伝えいただくとスムーズです。





月額 9,800円
（税込 10,780 円）

サイズ／ W1200×D1000×H1900mm
質　量／ 65.0kg
材　質／
   本体：30mm 厚パーティクルボード＋
　低圧メラミン
   ドア：30mm 厚パーティクルボード＋
　低圧メラミン＋アクリル
　エッジ：PVC
　ドアノブ：アルミ
　アジャスター：PA
デスク／入って右側に装備

◎ワークブース
◎デスク
◎コンセント・
　USB コード

＋月額 1,100 円（税込 1,210 円）

ミーティングチェア クッション付
SNFW-63

■仕様

■質量
■サイズ

背面・座面：成形合板＋ウレタ
ン＋PVC
脚：スチール粉体塗装
6.0kg
W420×D525×H770mm

短期利用について
最低利用期間は設けておりませんので、数日、数ヶ月といった短期でのご利用も可
能です。ただし、月額レンタルの商品ですので、ご利用が数日の場合でも１ヶ月の
ご利用料金がかかります。また、１年未満でご契約が終了となる場合には、引き取
りにかかる解体撤去費用 60,000 円（税込 66,000 円）を別途頂戴しております。

商品買取について
商品をレンタルしていただき 2 年半（30 ヶ月）経過したのちに 6 ヶ月分の利用料
を一括でお支払いいただければ、買取も可能です。その時点で所有権が移転します
ので、ご自由にお使いください。

※１：１年未満でご利用を終了される場合、別途返送費用がかかります。

料金は業界最安値水準の月額 9,800 円（税込
10,780 円）からの単月レンタル。
さらに納品月のご利用料は無料です。

ワークブースレンタル業界では
格安01

※１年未満でご利用を終了される場合のみ、
　 別途解体撤去費用を頂戴しております。

配送～組立・設置～解体～撤去といった一連の
費用がレンタル料金に含まれているので、
追加費用がかからず安心です。

組立・設置・送料無料02

セミクローズ型ブースなので個室扱いにならず、
消防法への対応など面倒な手続きは
必要ありません。

消防法の手続き不要03
国内有名オフィス家具メーカーから
OEM 供給された国産オリジナルブー
スです。国産木材と高品質にこだわっ
ています。

国内オフィス家具メーカー製の
確かな品質04月額10,800円

（税込 11,880 円）

サイズ／ W1200×D1200×H1900mm
質　量／ 70.0kg
材　質／
   本体：30mm 厚パーティクルボード＋
　低圧メラミン
   ドア：30mm 厚パーティクルボード＋
　低圧メラミン＋アクリル
　エッジ：PVC
　ドアノブ：アルミ
　アジャスター：PA
デスク／入って正面に装備

＋月額 1,200 円（税込 1,320 円）

オフィスチェア メッシュタイプ
DNT-52

■仕様

■質量
■サイズ

背面・座面：PP 樹脂成型品＋
ポリエステルメッシュ＋合板＋
モールドウレタン＋ポリエステ
ルメッシュ布
脚：樹脂成型品＋ナイロンキャスター
ガスシリンダー式座昇降／背
ロッキング機能
8.6kg
W480×D565×H800 ～ 910mm

＋月額 1,300 円（税込 1,430 円）

オフィスチェア
キャスター付 肘無 BRU-13

■仕様

■質量
■サイズ

背面・座面：PP樹脂成型品＋ウ
レタン＋ポリエステル布＋合板
+モールドウレタン
脚：樹脂成型品＋ナイロンキャスター
ガスシリンダー式座昇降／背
ロッキング機能
10.0kg
W460×D560×H800～890mm

＋月額 1,700 円（税込 1,870 円）

ミーティングチェア 回転椅子
MOM-65

■仕様

■質量
■サイズ

背面・座面：成型合板+ウレタ
ン+PVC
脚：スチール粉体塗装+ナイロ
ンキャスター
8.8kg
W520×D565×H840～910mm

本体と扉の色は、４つのカ
ラーから自由に組み合わせで
きます。

カラーバリエーション

ブラックナチュラルホワイト古木

選べる
４COLOR

選べる
４COLOR

天井が開放している「セミク
ローズ型」なので、消防法を
気にせず設置できます。ま
た、集中と周囲とのコミュニ
ケーションが両立できます。

天井開放の
セミクローズ型

本体色と同色のデスクが標準
装備。
※HUB-1210は入って右側、
HUB-1212は入って正面に装備
されています。

デスク

◎ワークブース
◎デスク
◎コンセント・
　USB コード

デスク右上にACコンセント×
２とUSBコネクタのユニット
を配置。取り回しの電源ケー
ブルは２mです。

アジャスター脚でブースの高さの調整が可能な
ので、２cmほどの隙間を下に設けることがで
き、四方どこからでも電源コードを通せます。

コンセント・USB



月額 18,000円
（税込 19,800 円）

サイズ／ W960×D930×H1860mm
材　質／本体・天井・ドア：硬質吸音フェルト・フェルメノン
カラー／ライトグリーンとグレーから選択

格子状吸音シーリング
採光性重視なら

フラットルーフ※
音漏れをさらに減らすなら

※採光性がなくなりますので、電気スタンドを用意して置いていただいた
り、オプションの LED 照明を設置することをおすすめします。

補正金具 L 型（２個１組）
数量：2

パーソナルブースデスク ナチュラル
サイズ：W900×D400×H720mm
数量：１

ミーティングチェアもしくはオフィスチェア
サイズ： ①W420×D525×H770mm×SH435mm
            ②W460×D560×H800 ～ 890
               （SH430 ～ 520）mm
数量：１

※１：１年未満でご利用を終了される場合、
　　　 別途返送費用がかかります。

ハンドル金具
数量：１

ドア用パネル（キャスター付き）
サイズ：W900×H1860mm
数量：１

ファスナーループカバー
数量：１

吸音パーティション
サイズ：W900×H1860mm
数量：３

格子状吸音シーリングまたは
フラットルーフ
サイズ：W960×D900mm
　　　　（フラットルーフ）
数量：１

特殊フェルトボードの吸音効果で外部への音漏
れがかなり軽減します。Web 会議や
オンライン商談でも周囲の音を気に
せず会話できます。

高い吸音効果01

※１年未満でご利用を終了される場合のみ、
　 別途解体撤去費用を頂戴しております。

配送～組立・設置～解体～撤去といった一連の
費用がレンタル料金に含まれているので、
追加費用がかからず安心です。

組立・設置・送料無料02

パネルとパネルの間に隙間を設けているので個
室扱いにならず、消防法への対応
など面倒な手続きは必要ありません。

消防法の手続き不要03
１人用～４人用までご用意。さらに１人用は
着席タイプとスタンディングタイプの
２種類あるので、用途に合わせてお選び
いただけます。

サイズ展開が豊富04

＋月額 500 円
（税込 550 円）

調光式 LED 照明

■仕様 上部に取付可能。

＋月額 1,250 円
（税込 1,375 円）

■型番 
■適用床面積

FU-RC01-W（SHARP）
～ 6 畳 (10 ㎡ )

どれでも＋月額 500 円
（税込 550 円）

延長コード（AC×2 個口 USBA×1 ポート）

■長さ　1m/2m/3m/5m
＋月額 500 円

（税込 550 円）

電気スタンド

プラズマクラスター 7000 搭載・
小型空気清浄機

ライト
グリーン

グレー



要お問い合わせ

サイズ／ W2180×D1280×H1360mm
材　質／本体・天井・ドア：硬質吸音フェルト・フェルメノン
カラー／ライトグリーンとグレーから選択

月額 27,000円
（税込 29,700 円）

月額 28,000円
（税込 30,800 円）

サイズ／ W2180×D660×H1610mm
材　質／本体・天井・ドア：硬質吸音フェルト・フェルメノン
カラー／ライトグリーンとグレーから選択

サイズ／ W2180×D660×H1360mm
材　質／本体・天井・ドア：硬質吸音フェルト・フェルメノン
カラー／ライトグリーンとグレーから選択

※ 2人用（天井あり）の場合のみ
含まれます。

月額 15,000円
（税込 16,500 円）

サイズ／ W960×D930×H2060mm
材　質／本体・天井・ドア：硬質吸音フェルト・フェルメノン
カラー／ライトグリーンとグレーのツートンカラー

立ったまま使用するハイタイプブースです。ドアが不要
な場合はこちらをご選択ください。

４人用よりコンパクトな２人用タイプなら、天井なし・ありを選べます。

ソファをパーティションで囲んだ向かい合わせのレイ
アウト。話し声が外に漏れにくく、商談やミーティン
グに最適です。

格子状吸音シーリング
採光性重視なら

フラットルーフ※
音漏れをさらに減らすなら

表
裏

格子状吸音シーリング
またはフラットルーフ
サイズ：W960×D900mm
　　　　（フラットルーフ）

吸音パーティション
W600×H1360mm
サイズ：W600×H1360mm

スローピングルーフ
サイズ：
W660×D630×H280mm

吸音パーティション
W900×H2060mm
サイズ：W900×H2060mm

吸音パーティション
W900×H1360mm
サイズ：W900×H1360mm

パーソナルブースデスク
ナチュラル
サイズ：
W900×D400×H720mm

補正金具 H 型（２個１組） リフレッシュテーブル
サイズ：
600Φ×H700

補正金具 L 型（２個１組）

ファスナーループカバー ブース内ソファ（グレー）
サイズ：
W600×D600×H780mm

ダリオ カフェテーブル
サイズ：
W1000×D600×H670mm

ライト
グリーン

グレー ライト
グリーン

グレー

ライト
グリーン

グレー





AQ レント

運営元
住所
電話
FAX
オフィシャルサイト

取扱商品
許認可・資格

株式会社春うららかな書房
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-10-8-9F
0120-511-131
03-3573-0552
AQ レント https://aqrent.jp/
コーポレートサイト https://uraraka.co.jp/
シェアリング / レンタルサービス
東京都公安委員会　古物商許可　第 301061102709 号

●東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩約 1 分●東京メトロ半蔵門線「押上駅」徒歩約 1 分

実際にワークブースを見たり、触ったり、使ってご確認いただけるショールームをご用意しています。
ショールームにお越しの際は、必ず事前にご連絡ください。

お問い合わせの際は、「ワークブースレンタルの総合カタログを見た」とお伝えいただくとスムーズです。


