
プラスリビング
北　店

プラスリビング
みなと店

プラスリビング
岐阜店

営業時間  AM10：00~PM7：00
名古屋市北区六ヶ池530番地

　0120-437-155
☎052-902-7151

営業時間  AM10：00~PM7：00
名古屋市港区中川本町4丁目1番1

　0120-967-068
☎052-387-7411

営業時間  AM10：00~PM7：00
岐阜県羽島郡岐南町八剣7-147

　0120-149-111
☎058-213-7788

プラスリビング
鈴鹿店

営業時間  AM10：00~PM7：00
三重県鈴鹿市庄野共進2丁目7番8号
アクロスプラザ鈴鹿

☎059-392-8211

掲載価格は限定数のみの特別価格です。その他商品を多数取り揃えています。
店舗により商品が異なります。詳しくはWebをご覧下さい。

プラスリビング 検　索全店舗で 使えます／ 各種クレジット 公式instagram 公式Twitter

はじめました！

●配送料は個数に関係なく1回の配達につき1,100円（但し近距離）です。 ●商品のサイズは巾×奥行×高さをcmで表示してあります。 ●○M はメーカー希望小売価格の略です。 ●掲載写真と商品の仕様が若干
異なる場合があります。 ●お取り寄せの商品はお時間を頂きます。 ●各写真に掲載されている小物はイメージです。  ●全て税抜き価格です。 ●マットの色・柄などは現物と異なる場合がございます。

ソファなどの素材：FAB/布、PVC/ポリ塩化ビニル、
MDF/中質繊維板、PU/ポリウレタン

お客様ならびに従業員の健康と安全に考慮し、新型コロナ対策の感染拡大を防ぐ為のお願い
お
客
様
へ
の

お
願
い

店
舗
で
の

対
応

店内の
マスク着用

従業員の
マスク着用

従業員の毎朝の
検温とこまめな手洗い

定期的な
換気

アルコールの
設置

レジ・カウンター周りの
飛散防止フィルムの設置

混雑した場合、入場制限
する場合がございます

ソーシャルディスタンス
レジなどお並びの際は他のお客様との
距離をあけていただいてお持ちください。

プラスチック製買い物袋
有料義務化に伴い、レジ袋の
有料化をいたしました。

マイバッグ持参をお願いします。

プラスリビングより
重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大を防ぐ、プラスリビング独自の取り組み!!
飛沫感染を防ぐ
ソーシャル声ディスタンス

店員のあいさつを音声ボタン化しています

ZOOMを使って
自宅から家具選び
金・土・日
13：00～18：00

ご予約状況によって、日時のご相談をさせて頂く場合がございます。

日　時

電話またはこちらから▶予約方法

密を避けてお買い物
NO密パス

ご予約状況によって、日時のご相談をさせて頂く場合がございます。

毎週日曜日に開店30分前（AM9：30）に
入店出来るパスポート

店頭・電話またはこちらから▶予約方法

1 2 3
新品アウトレット家具の
セレクトショップ

プラスリビングが大切にしているものは、品揃えのライブ感です。
今日、仕入れた商品と同じものをまた入荷できる可能性は、ほぼ無いからです。

良い家具との出会いは、一期一会のワンチャンス。
きっと、訪れるたびに新しい家具との出会いを楽しんでいただけます。

LIVEな品揃え。

2021.4.29［木・祝］～5.9［日］　AM10:00 Start!!
90

ネオスタイルアウトレット　ラボ

エンターテイメント性のあるインテリアや個性的な商品など、
「いつもの空間」をより一層素敵に演出する
アイテム達に出会える場所が誕生します。

岐阜店 6F
180×90×72180×90×72

人工大理石人工大理石
ダイニング5点セットダイニング5点セット 7373%%

OFFOFF
税込¥616,000○M○M

¥150,000（税込¥165,000）200×95×99（43）200×95×99（43）

2色対応
FAB/撥水加工
ポケットコイル
ＵSBポート

2色対応
FAB/撥水加工
ポケットコイル
ＵSBポート

3人掛電動リクライニングソファ3人掛電動リクライニングソファ

6464%%
OFFOFF

税込¥219,120○M○M

¥70,000（税込¥77,000） そのほか多数展示がございます。そのほか多数展示がございます。

¥80,000（税込¥88,000）
239×98/163×99（43）239×98/163×99（43）

ヘッドとフッドが別々に可動する贅沢なリクライニングカウチソファ。ヘッドとフッドが別々に可動する贅沢なリクライニングカウチソファ。
FAB/撥水加工
ＵＳＢポート
2モーション

FAB/撥水加工
ＵＳＢポート
2モーション

電動リクライニングカウチソファ電動リクライニングカウチソファ6969%%
OFFOFF

税込¥290,400○M○M

●限定商品のご購入はお1人様1種類につき1点のみ
となります。

●数に限りがございます。売り切れの際はご容赦くだ
さい。

LINEで
ソーシャルディスタンス

じゃんけん

イベント
やるよ～

公式アカウント名
「アウトレット家具プラスリビング」で検索

◎掲載以外にも特価商品多数ご用意
！詳しくは店頭にてご確認下さい。

※数に限りがございます。売り切れ
の際はご容赦ください。

在庫処分品 廃番品
キズ物

直輸入品大量仕入れ品
理由あり 価格の理由
わ      け

わ      け

5
つ
の
理
由
に
よ
り

低
価
格
を
実
現
し
て
い
ま
す
！

友だち
限定

限定

5

オーソドックスなデザインで、
どんなお部屋にもスッと溶け込みます。

本体:177×68×84（39）　スツール:53×53×39本体:177×68×84（39）　スツール:53×53×39
カウチソファカウチソファ

ズバリ ¥9,800（税込¥10,780）

FAB

在庫処分品

フットレストが付いているので、
ゲームに疲れた時は足を伸ばして気分転換出来ます。

66×63~120×111~120（43）66×63~120×111~120（43）
レーシングチェアレーシングチェア

OFFOFF
74%%

¥9,800（税込¥10,780）

限定
各3

税込¥税込¥41,800○M○M

2色対応/PU/レバーギア式リクライニング

在庫処分品

ラバーウッド
木の温もりを感じる北欧風モダンな食卓へ。

150×100×72150×100×72
ダイニング4点セットダイニング4点セット
在庫処分品

OFFOFF
68%%税込¥税込¥171,160○M○M

¥49,800（税込¥54,780）

飽きのこないシンプルな設計。

180×85×70180×85×70
ダイニング7点セットダイニング7点セット

ズバリ ¥29,800（税込¥32,780）

オーク突板

在庫処分品

日替り
限定品

日替り
限定品

日替り
限定品

日替り
限定品

日替り
限定品

本革
王道のソファで安心感のある座りごこちとデザイン。

¥87,780¥79,800 税
込
税
込（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）

OFFOFF
60%%

190×89×92（39）190×89×92（39）
3人掛ソファ3人掛ソファ

税込¥税込¥220,000○M○M

大量仕入れ品

1年を通して快適に過ごせるファブリック素材。
温かみのあるお部屋へ。

ソファ：200×85×97（43）
スツール：74×55×62（43）
ソファ：200×85×97（43）
スツール：74×55×62（43）

カウチソファカウチソファ

OFFOFF
66%%

¥39,800（税込¥43,780）
税込¥税込¥129,690○M○M

大量仕入れ品

フルカバーリング
ウォッシャブル生地

棚がないので、見た目の圧迫感を軽減して
お部屋を広々見せます。

141×203×73141×203×73
ダブルベッドダブルベッド

ズバリ ¥19,800（税込¥21,780）

大量仕入れ品

ボンネルコイルマットレス付

シンプルなデザイン。
マットレスがついてこの価格。

102×201×77102×201×77
シングルベッドシングルベッド

ズバリ ¥6,980（税込¥7,678）

大量仕入れ品

パイン材
フレーム：耐荷重100kg
ボンネルコイルマットレス付

ソファとダイニングのいいとこどり。
空間の有効活用に。

ソファ：180×185×80（43）
テーブル：100×100×65
ソファ：180×185×80（43）
テーブル：100×100×65

リビングダイニング3点セットリビングダイニング3点セット OFFOFF
60%%

¥118,000（税込¥129,800）
税込¥税込¥327,800○M○M

大量仕入れ品

2色対応
ソフトテック

ズバリ ¥7,980（税込¥8,778）

キズ物

背面にはテーブルタップが収納出来ます。

150×43×41.5150×43×41.5
TVローボードTVローボード

2色対応
スライドレール

人気の調理がしやすいハイカウンタータイプ。

117×49×205117×49×205
ダイニングボードオープンダイニングボードオープン

OFFOFF
69%%

¥59,800（税込¥65,780）
税込¥税込¥217,800○M○M

大量仕入れ品

一流メーカー
MOISS

ホテル風の寝室へ。
ゆっくりとくつろげる空間でおうち時間を快適に。

147×200.5×79147×200.5×79
ダブルベッドダブルベッド

ズバリ ¥98,000（税込¥107,800）

廃番品

一流メーカー
アルダー材
高密度スプリングマットレス付

ベンチ感覚で1日過ごせるベッドルームに。

104.7×209×60104.7×209×60
シングルべッドシングルべッド

OFFOFF
82%%

¥14,800（税込¥16,280）
税込¥税込¥92,180○M○M

LEDライト /コンセント付
高さ調整可能　
ボンネルコイルマットレス付

廃番品

210×96×81（41）210×96×81（41）
3人掛ソファ3人掛ソファ

OFFOFF
77%%

¥79,800（税込¥87,780）
税込¥税込¥396,000○M○M

大量仕入れ品

程よい距離感でリラックスできる空間へ。

高級FAB
高密度ウレタン

上品でスタイリッシュなデザイン。
洗練されたお部屋へ。

105×44.5×186105×44.5×186
ダイニングボードオープンダイニングボードオープン

ズバリ ¥19,800（税込¥21,780）

MOISS
ハイグロス

在庫処分品

3種類の木が織りなす象嵌風の美しいデザイン。

123.5×198.5×90123.5×198.5×90
セミダブルベッドセミダブルベッド

ズバリ ¥49,800（税込¥54,780）

廃番品

ウォールナット・ウェンジュ・ホワイトオーク突板
ポケットコイルマットレス付

デザイン性のあるチェアで
ご自宅のダイニングをぬくもりの感じるお部屋に。

210×90×71210×90×71
ダイニング5点セットダイニング5点セット OFFOFF

70%%

¥98,000（税込¥107,800）
税込¥税込¥360,800○M○M

アッシュ無垢材

在庫処分品

OFFOFF
67%%

¥29,800（税込¥32,780）
税込¥税込¥100,430○M○M

木目・節などひとつひとつ違う、
自然で素朴な木の表情を感じることが出来ます。

101×201×90101×201×90
シングル ベッドシングル ベッド
廃番品

ニレ無垢/オイル塗装
ポケットコイルマットレス付

キズ物

使いやすいスタイリッシュなデザイン。

100×60×108（73）100×60×108（73）
学習デスク学習デスク

パイン材

OFFOFF
62%%

税込¥税込¥86,900○M○M

（　　　　　　　 　  ）（　　　　　　　 　  ）¥32,780¥29,800 税
込
税
込

高級感あふれるくつろぎのスペース。

310×95/170×87（43）310×95/170×87（43）
カウチソファカウチソファ

本革

在庫処分品
OFFOFF

70%%

税込¥税込¥366,300○M○M

（　　　　　　　 　    ）（　　　　　　　 　    ）¥107,800¥98,000 税
込
税
込

インダストリアルな雰囲気のソファで触り心地がよく、
くつろげる空間を演出します。

72.5×75.5×82（40）72.5×75.5×82（40）
❶1人掛ソファ❶1人掛ソファ

132.5×75.5×82（40）132.5×75.5×82（40）
❷2人掛ソファ❷2人掛ソファ

❶❶
厚PVC
スチールパイプ
肘部オーク無垢

大量仕入れ品

税込¥税込¥72,600○M○M

（　　　　　　　  ）（　　　　　　　  ）¥8,778¥7,980 税
込
税
込

税込¥税込¥118,030○M○M

（　　　　　　　 　  ）（　　　　　　　 　  ）¥10,780¥9,800 税
込
税
込OFFOFF

87%%
OFFOFF

90%%

❷❷

毎日使用するベッドだからこそ充実した機能で快適に。

140×204×85140×204×85
ダブルベッドダブルベッド

税込¥税込¥139,920○M○M

大量仕入れ品

LEDライト
コンセント
ボンネルコイルマットレス付

¥43,780¥39,800 税
込
税
込（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）

OFFOFF
68%%

シンプルで落ち着きのあるデザイン。
自宅で外食気分が味わえます。

180×90×71180×90×71
ダイニング5点セットダイニング5点セット
廃番品

一流メーカー
タモ無垢材
座面/本革

¥87,780¥79,800 税
込
税
込（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）

OFFOFF
76%%

税込¥税込¥380,380○M○M

135×80×70135×80×70
ダイニング5点セットダイニング5点セット
廃番品

お料理が映える綺麗なダイニングセットです。
お部屋にうまく調和！

MDF
ウォールナット突板

¥43,780¥39,800 税
込
税
込（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）

OFFOFF
67%%

税込¥税込¥135,960○M○M

日本古来の伝統的な市松模様をモチーフにした
デザインソファベッド。

180×82×78180×82×78
ソファベッドソファベッド

OFFOFF
75%%

¥12,800（税込¥14,080）
税込¥税込¥57,200○M○M

FAB

在庫処分品

OFFOFF
60%%

¥19,800（税込¥21,780）
税込¥税込¥55,000○M○M

FAB
カラフルな色でお部屋も心もHAPPYに。

172×70×71（40）172×70×71（40）
3人掛ソファ3人掛ソファ
在庫処分品

大量仕入れ品

OFFOFF
76%%税込¥税込¥141,900○M○M

一流メーカー
FAB/フルカバーリング
ドライクリーニング
防ダニ/ポケットコイル

空間に彩を与え、高級感漂うソファ。

190×93×85(41)190×93×85(41)
3人掛ソファ3人掛ソファ

¥29,800（税込¥32,780） ズバリ ¥39,800（税込¥43,780）

大量仕入れ品

秘密基地みたいで大人も子供もワクワク気分。

210×108×127210×108×127
システムベッドシステムベッド

ベッド高さ調整可能

テーブルを伸ばしてゆったりと食事が楽しめます。 

140~180×90×72140~180×90×72
伸長式ダイニング5点セット伸長式ダイニング5点セット
在庫処分品

OFFOFF
59%%税込¥税込¥162,800○M○M

¥59,800（税込¥65,780）

オートマチック伸長式

在庫処分品

OFFOFF
76%%税込¥税込¥277,970○M○M

フェザー
カバーリング

程よい距離感でリラックスできる空間へ。

245×157×85（42）245×157×85（42）
カウチソファカウチソファ

¥59,800（税込¥65,780）

スチール
華奢でスッキリとしたシルエット。収納力抜群。

150×30×190150×30×190
マルチシェルフマルチシェルフ

OFFOFF
75%%

¥9,800（税込¥10,780）
税込¥税込¥44,000○M○M

廃番品

くつろぎが目的のベッドルーム。疲れた体を癒します。

（99×2）×206×70.5（99×2）×206×70.5
ツインベッドツインベッド

OFFOFF
66%%

¥59,800（税込¥65,780）
税込¥税込¥196,680○M○M

大量仕入れ品

ライト/コンセント
高さ2段階調節
ポケットコイルマットレス付

本革
クールな雰囲気のお部屋には本革ソファがぴったりです。

192×87×96（40）192×87×96（40）
3人掛ソファ3人掛ソファ
在庫処分品

OFFOFF
59%%

税込¥税込¥135,300○M○M

¥54,780¥49,800 税
込
税
込（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）

日替り
限定品

1日中くつろぎたくなるリクライニング機能付。

57×65~81×69~7657×65~81×69~76
コンパクトチェアコンパクトチェア

限定

10
ズバリ ¥4,980（税込¥5,478）

FAB/天然木/耐荷重70kg
6段階リクライニング

在庫処分品

キズ物

ズバリ ¥5,980（税込¥6,578）

背面にはテーブルタップが収納出来ます。

120×43×41.5120×43×41.5
ＴVローボードＴVローボード

2色対応
スライドレール

かわいさ抜群！

34×61×30（28）34×61×30（28）
アニマルスツールアニマルスツール

限定

10
ズバリ ¥1,980（税込¥2,178）

FAB

在庫処分品
限定

5
在庫処分品

ズバリ ¥2,980（税込¥3,278）

軽量で動かしやすく断熱・保温性もあり硬質なので
寝返りしやすいです。

120×200×10120×200×10
三つ折りマットレス（セミダブルサイズ）三つ折りマットレス（セミダブルサイズ）

ポリエステル
カバー洗濯可能

在庫処分品

ズバリ ¥2,980（税込¥3,278）

置くだけでかっこいい。クールなお部屋の出来上がり。

110×60×45110×60×45
センターテーブルセンターテーブル

強化ガラス

限定

10
在庫処分品

OFFOFF
80%%税込¥税込¥10,989○M○M

座面：合皮
ちょい掛けベンチと収納が一つに。

63×29.5×4563×29.5×45
腰掛付シューズボックス腰掛付シューズボックス

¥1,980（税込¥2,178）

限定

5

キズ物

ウォールナット突板
色むらあり

木の温もりを感じるモダンな食卓へ。

80×80×7080×80×70
ダイニング３点セットダイニング３点セット

ズバリ ¥5,980（税込¥6,578）

限定

3大量仕入れ品

FAB
搬入ラクラク組立式ソファ。

174×76/131×78（39）174×76/131×78（39）
カウチソファカウチソファ

OFFOFF
86%%税込¥税込¥62,920○M○M

¥8,000（税込¥8,800）

キズ物

ズバリ ¥3,980（税込¥4,378）

お好みの角度でゆったりリクライニング。

104×208×55.5104×208×55.5
折りたたみベッド折りたたみベッド

ウレタン/スチール
14段階リクライニング機能

限定

5

限定
各5

ズバリ ¥980（税込¥1,078）

ゆったり設計の座り心地。
寝転んでも気持ちいい。 

62×68-117×62（13）62×68-117×62（13）
座椅子座椅子

ウレタン/ポリエステル
肘連動4段階ギア

限定

10

キズ物在庫処分品

ラバーウッド

サッと広げて移動にも便利。
簡単マイデスク。

88×40×7188×40×71
折りたたみデスク折りたたみデスク

OFFOFF
84%%税込¥税込¥20,889○M○M

¥2,980（税込¥3,278）

限定

5

日替り
限定品

モダンで高級感溢れるお部屋へ。

240×46×230240×46×230
TVボードTVボード OFFOFF

55%%

¥178,000（税込¥195,800）
税込¥税込¥440,000○M○M

廃番品

一流メーカー

4.29［木・祝］4.29［木・祝］ 30［金］30［金］ 5.1［土］5.1［土］ 2［日］2［日］ 4［火・祝］4［火・祝］3［月・祝］3［月・祝］ 5［水・祝］5［水・祝］

限定

5

在庫処分品

ズバリ ¥4,980（税込¥5,478）

スライド式のトレーにキーボードや小物が置けます。

W91.5×D50.8×H76.4W91.5×D50.8×H76.4
パソコンデスクパソコンデスク

強化ガラス/スチール

限定

5

ズバリ ¥19,800（税込¥21,780）

大量仕入れ品

ちょっぴり大人びいて自立心が芽生えてきたお子さまに
そろそろいかがですか？ 

102.5×212×162102.5×212×162
2段ベッド2段ベッド

パイン材
LEDライト/コンセント

120×75×70120×75×70
ダイニング5点セットダイニング5点セット
在庫処分品

OFFOFF
75%%

税込¥税込¥90,200○M○M

¥21,780¥19,800 税
込
税
込（　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　）

普段は2人で広々。
たまには4人で楽しくにぎやかなディナータイムに。


