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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。

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対策を実施しております。

9191
● 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。2021.7/22（Thu） 8/6（Fri）AM10:0

0～▶

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。  ●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

☎026-214-3433

営業時間/AM10：00～PM7：00
定 休 日/水曜日（祝日営業）
長野県長野市川中島町原635
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プラスリビング
長野店

在宅ワーク・オフィス・ミーティングルームに

おすすめオフィス家具特集おすすめオフィス家具特集
使用しない時はネスティングしてコンパクトに収納。

※キャスター可動不良

48×64×81（43）48×64×81（43）
ネスティングチェアネスティングチェア
税込¥26,235○M○M

4色対応
スチール/メッシュ/キャスター

¥3,980（税込¥4,378）
OFFOFF

8383%%
キズもの

音ストレスを軽減、会話のしやすい空間を作り出します。

60×5×13560×5×135
吸音スクリーンパネル吸音スクリーンパネル
税込¥31,185○M○M

2色対応
ファスナー連結可能

¥5,980（税込¥6,578）
OFFOFF

7878%%
廃番品

参考書や必要な書類をすぐ取れるラック付。
足元まで収納できます。

100×59.5×123100×59.5×123
ラック付きデスクラック付きデスク
税込¥22,000○M○M

スチール

¥7,980（税込¥8,778）
OFFOFF

6060%%
在庫処分品

人間工学的ニーズに対応し、
独自のデザインと革新的な高さ調節を
可能にしたデスクです。

スチール/アルミニウム

120×60×75×70～120120×60×75×70～120
昇降式オフィスデスク昇降式オフィスデスク
税込¥330,000○M○M

¥39,800
（税込¥43,780）

OFFOFF
8686%%

150×60×75×70～120150×60×75×70～120
税込¥363,000○M○M

¥49,800
（税込¥54,780）

OFFOFF
8484%%

在庫処分品

限定

5
すっきりしたシルエットで収納力もあります。

150×30×190150×30×190
マルチシェルフマルチシェルフ
税込¥44,000○M○M

スチール

¥9,800（税込¥10,780）

廃番品

OFFOFF
7575%%

キズもの

ズバリ

場所の取らないコンパクトな座椅子。

日本製/カバーリング
14段階リクライニング

¥980（税込¥1,078）

限定

10

50×64～111×61（9）50×64～111×61（9）
座椅子座椅子

小物を収納したり、
ファッション小物を収納するの
にっぴったりな大きさです。

74×27×3774×27×37
チェストチェスト
税込¥24,200○M○M

桐材

¥3,980（税込¥4,378）

廃番品

OFFOFF
8181%%

限定

3

ズバリ

¥2,980（税込¥3,278）
57×65~81×69~7657×65~81×69~76
1人掛ソファ1人掛ソファ

在庫処分品

1日くつろげるリクライニング機能付。

FAB/天然木/5段階リクライニング
耐荷重70kg

限定

5

ツートンカラーがおしゃれ感を引き出します。

183×87×88（40）183×87×88（40）
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥88,000○M○M

FAB

¥19,800（税込¥21,780）

直輸入品

OFFOFF
7575%%

座っても、寝っ転がっても広々使えます。

199×84/204×82（42）199×84/204×82（42）
カウチソファカウチソファ
税込¥151,800○M○M

一流メーカー
FAB

¥49,800（税込¥54,780）

廃番品

OFFOFF
6363%%

足を伸ばしたり、胡坐をかいたり、
背もたれが可動する機能的カウチソファ。

211×99～118/164~183×82（42）211×99～118/164~183×82（42）
カウチソファカウチソファ
税込¥242,000○M○M

FAB/背もたれ可動

¥79,800（税込¥87,780）

在庫処分品

OFFOFF
6363%%

ズバリ

テレビをみながらくつろぐ時間を共に。

280×93/164×88（39）280×93/164×88（39）
カウチソファカウチソファ

レザーテックス

¥128,000（税込¥140,800）

在庫処分品

飽きのこないシンプル設計。

165×80×70165×80×70
ダイニング7点セットダイニング7点セット
税込¥162,800○M○M

天然木

¥29,800（税込¥32,780）

在庫処分品

OFFOFF
7979%%

拭き掃除もしやすいエナメル塗装。

165×80×70165×80×70
ダイニング7点セットダイニング7点セット
税込¥121,000○M○M

エナメル塗装

¥19,800（税込¥21,780）

大量仕入れ

OFFOFF
8282%%

ナチュラルで落ち着いた雰囲気。ゆったり睡眠できます。

141×210×70141×210×70
ダブルベッドダブルベッド

パイン材/コンセント
ボンネルコイルマットレス付

¥14,800（税込¥16,280）

廃番品

ズバリ

老若男女誰でも使いやすい。シンプルな定番スタイル。

170×80×69.5170×80×69.5
ダイニング7点セットダイニング7点セット
税込¥156,200○M○M

ウォールナット突板

¥39,800（税込¥43,780）

在庫処分品

OFFOFF
7171%%

さっと座れるベンチタイプ。お部屋に広がりを持たせます。

120×75×73120×75×73
ダイニング4点セットダイニング4点セット
税込¥59,400○M○M

¥14,800（税込¥16,280）

大量仕入れ

OFFOFF
7272%%

季節や温度に左右されない体感です。

217×154/84×72（40）217×154/84×72（40）
カウチソファカウチソファ
税込¥85,800○M○M

2色対応
レザーFAB

¥29,800（税込¥32,780）

直輸入品

OFFOFF
6161%%

コンセント、ライト、サイドラックと充実したベッド。

98.5×213×8498.5×213×84
シングルベッドシングルベッド
税込¥92,180○M○M

コンセント/LEDライト
サイドラック
ポケットコイルマットレス付

¥29,800（税込¥32,780）

在庫処分品

OFFOFF
6464%%

お子様と一緒に寝られる方に。
2台並べてゆっくりと眠りませんか。

（104×2）×210×30（104×2）×210×30
ツインベッドツインベッド

ボンネルコイルマットレス付

¥29,800（税込¥32,780）

廃番品

ズバリ

肌さわりがよくふんわりと優しい座り心地。

190×102×91（42）190×102×91（42）
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥214,500○M○M

レザーFAB
シリコンフィル
撥水加工

¥39,800（税込¥43,780）

在庫処分品

OFFOFF
7979%%

収納力抜群。収納が少ない寝室で大活躍。

131×145.5×200.5131×145.5×200.5
シングルベッドシングルベッド

ボンネルコイルマットレス付
2色対応

¥39,800（税込¥43,780）

直輸入品

ズバリ

みんなの使いやすいをかたちにした充実ベッド。

140.5×210×81140.5×210×81
ダブルベッドダブルベッド
税込¥180,400○M○M

ウォールナット材
フルオープンレール
ポケットコイルマットレス付

¥59,800（税込¥65,780）

大量仕入れ

OFFOFF
6363%%

毎日使用するベッドだからこそ安らげる場所に。

144.5×219×90144.5×219×90
ダブルベッドダブルベッド

PVC/コンセント
ポケットコイルマットレス付

¥59,800（税込¥65,780）

廃番品

ズバリ

ハイバックが落ち着く、くつろぎのダイニング。

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
税込¥209,220○M○M

オーク材

¥59,800（税込¥65,780）

廃番品

OFFOFF
6868%%

北欧調デザイン。ペーパーコードを使用したチェアは
軽くて扱いやすいのも魅力の1つ。

135×80×70135×80×70
ダイニング4点セットダイニング4点セット
税込¥172,700○M○M

オーク無垢材/チェア:ペーパーコード

¥79,800（税込¥87,780）

廃番品

OFFOFF
4949%%

ラップやミトンなどすぐに取り出せる
ユースフルスペースがあり、便利です。

115×47×193.5115×47×193.5
ダイニングボード  オープンダイニングボード  オープン
税込¥159,500○M○M

MOISS/カウンター:メラミン
3色対応

¥79,800（税込¥87,780）

大量仕入れ

OFFOFF
4444%%

『みんなと同じは嫌だ』  『ベッドルームだってこだわりたい』 
 『個性を出したい』そんな方におすすめです。

177×247×56177×247×56
ダブルベッドダブルベッド
税込¥288,200○M○M

FAB/ポケットコイルマットレス付

¥79,800（税込¥87,780）

在庫処分品

OFFOFF
6969%%

デザイン性のあるチェアがとっても素敵です。

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
税込¥360,800○M○M

アッシュ無垢材
2色対応

¥98,000（税込¥107,800）

廃番品

OFFOFF
7070%%

くつろぎのベッドルーム。快適な睡眠時間が取れる空間に。

159×205×86159×205×86
ワイドダブルベッドワイドダブルベッド

一流メーカー
天然木
高密度スプリングマットレス付

¥128,000（税込¥140,800）

廃番品

ズバリ

背面にはテーブルタップが収納出来ます。

180×43×41.5180×43×41.5
テレビローボードテレビローボード

スライドレール
2色対応

¥9,800（税込¥10,780）

キズもの

ズバリ

スマートフォンや目覚まし時計が置けるスリムな棚と
雑誌などが収納できるライドラック付。

102.5×210.5×74.5102.5×210.5×74.5
シングルベッドシングルベッド
税込¥124,300○M○M

ウォールナット材/スチール
コンセント/サイドラック
ボンネルコイルマットレス付

¥39,800（税込¥43,780）

廃番品

OFFOFF
6464%%

FAB

201×94~155×75~95（48）201×94~155×75~95（48）
リクライニングソファリクライニングソファ
税込¥173,250○M○M

直輸入品

ファーストクラスのくつろぎをご自宅でも。

¥59,800（税込¥65,780）
OFFOFF

6262%%

1台で2役。
中央のテーブルにはドリンクホルダーが付いています。

191×80×76（40）191×80×76（40）
ソファベッドソファベッド
税込¥90,200○M○M

FAB

¥9,800（税込¥10,780）

大量仕入れ

OFFOFF
8888%%

お手頃価格のシンプルベッド。
新入学や新社会人の一人暮らし、新婚さんにも。

98×203×7398×203×73
シングルベッドシングルベッド

ボンネルコイルマットレス付

¥9,800（税込¥10,780）

大量仕入れ

ズバリ

リモコン1つでリラックス。
2モーターだから頭と足を別々に
お好みの角度に簡単調整。

97×195×2597×195×25
シングル電動マットレスシングル電動マットレス
税込¥247,500○M○M

リモコンポケット付/2モーター

¥19,800（税込¥21,780）

廃番品

OFFOFF
9191%%

65型のテレビを置くのにぴったりです。

195×44×40195×44×40
TVローボードTVローボード
税込¥169,400○M○M

オーク無垢

¥49,800（税込¥54,780）

在庫処分品

OFFOFF
6767%%

一流メーカー
オーク突板

ソファとダイニングのいいとこどり。
コンパクトで場所も取りません。

ベンチ:120×52/135×73.5/テーブル:120×80×70ベンチ:120×52/135×73.5/テーブル:120×80×70
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
税込¥173,910○M○M

¥59,800（税込¥65,780）

廃番品

OFFOFF
6262%%

コンパクトでお手頃価格。

120×75×71120×75×71
ダイニング4点セットダイニング4点セット
税込¥70,752○M○M

ラバーウッド

¥9,800（税込¥10,780）

在庫処分品

OFFOFF
8484%%

やさしく仕上げた温かみのあるダイニング。

135×80×70135×80×70
ダイニング4点セットダイニング4点セット
税込¥133,650○M○M

アルダー無垢材
座面:カバーリング

¥49,800（税込¥54,780）

大量仕入れ

OFFOFF
5959%%

王道のデザインと安心の座りごこち。

199×93×89（44）199×93×89（44）
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥154,880○M○M

本革

¥49,800（税込¥54,780）

在庫処分品

OFFOFF
6464%%

座面は撥水加工されて、使い込めば味が出ます。

201×80×74（43）201×80×74（43）
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥275,000○M○M

オイルレザー/ヌバック

¥79,800（税込¥87,780）

廃番品

OFFOFF
6868%%

シンプルなデザインと収納力が魅力。

80×56×20380×56×203
上置き付チェスト上置き付チェスト
税込¥104,500○M○M

¥19,800（税込¥21,780）

廃番品

OFFOFF
7979%%

伸長式で2人で広々使えます。

90~120×75×7290~120×75×72
伸長式ダイニング4点セット伸長式ダイニング4点セット
税込¥66,550○M○M

¥12,800（税込¥14,080）

在庫処分品

OFFOFF
7878%%

限定

5

ズバリ

出かけるときの時間短縮にも。
大切なもの必要なものの置き場所に。

80×52×15280×52×152
ハンガーラックハンガーラック

パイン材
キャスター付

¥980（税込¥1,078）

キズもの

限定

5

ズバリ

スライド式のトレーに
キーボードや小物が置けます。

91.5×50.8×76.491.5×50.8×76.4
パソコンデスクパソコンデスク

強化ガラス

¥4,980（税込¥5,478）

在庫処分品

限定

5

1台で2役こなす便利なソファ。

169×80~98×76（35）169×80~98×76（35）
ソファベッドソファベッド
税込¥33,000○M○M

PVC

¥5,980（税込¥6,578）

在庫処分品

OFFOFF
8080%%

限定

3

使用したいときにさっと広げるだけ。

80×40×7580×40×75
折りたたみデスク折りたたみデスク

パイン材

¥1,980（税込¥2,178）

キズもの

限定

5

ズバリ

アンティーク風×ホワイトで
かわいいキッチンルームに。

75×39.5×12075×39.5×120
レンジ台レンジ台

¥3,980（税込¥4,378）

在庫処分品

限定

5

ズバリ

コンパクトなのにたっぷり収納できます。

60×53×19060×53×190
洋服タンス洋服タンス

¥5,980（税込¥6,578）

在庫処分品

限定

3

ズバリ

マットレスが付いてこの価格。

102×201×77102×201×77
シングルベッドシングルベッド
税込¥68,200○M○M

パイン材
ボンネルコイルマットレス付

¥6,980（税込¥7,678）

在庫処分品

OFFOFF
8888%%

限定

5

ズバリ

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

¥2,980（税込¥3,278）

在庫処分品

限定

5

どこでも好きなところで広げられる
持ち運び便利なデスク&チェアセット。

80×47×67.580×47×67.5
デスク&チェアデスク&チェア
税込¥25,300○M○M

天然木

¥5,980（税込¥6,578）

在庫処分品

OFFOFF
7474%%

限定

5

ズバリ

毛足が柔らかく、踏み心地も抜群です。

140×200140×200
ラグラグ

国産/防ダニ/抗菌/ 防炎 

¥6,980（税込¥7,678）

キズもの

限定

5
鏡面のホワイト色が美しく、
お部屋が明るく広く見えます。

98.5×208.5×81.5（25）98.5×208.5×81.5（25）
シングルベッドシングルベッド
税込¥108,900○M○M

エナメル塗装/コンセント
ボンネルコイルマットレス付

¥19,800（税込¥21,780）

廃番品

OFFOFF
8080%%

限定

3
大きすぎない、くつろぎやすい大きさです。

本体：177×68×54（39）/スツール：53×53×39本体：177×68×54（39）/スツール：53×53×39
カウチソファカウチソファ

FAB

¥12,800（税込¥14,080）

直輸入

限定

3

ズバリ

キズもの

上下段で２種類の荷物を受け取れます。

※塗装・色むら・ヘコミあり

48×36.5×76.548×36.5×76.5
宅配BOX付ポスト宅配BOX付ポスト
税込¥48,400○M○M

鉄/鍵穴付

¥3,980（税込¥4,378）
OFFOFF

9090%%

限定

5

税込¥75,900○M○M

¥9,800（税込¥10,780）
OFFOFF

8585%%

疲れ知らずの心地のいい座り心地。
充実した在宅ワークを。

69×60×99.5～10769×60×99.5～107
オフィスチェアオフィスチェア

メッシュ
ロッキング機能
シートスライド4段階

キズもの

限定

10

ブラックの張地とスチール脚のコントラストが
美しく、高級感が漂うオフィスチェア。

67×66.5×8467×66.5×84
オフィスチェアオフィスチェア
税込¥52,536○M○M

PU/クロムメッキ

¥5,980（税込¥6,578）

廃番品

OFFOFF
8787%%

限定

5


