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理由あり 価格の理由
わ       け わ       け

店頭展示品理由
1 直輸入品理由

2 キズもの理由
3 在庫処分品理由

4 廃番品
店頭で展示していた家具や
1点もので入荷してきた商品

中間業者を通さずに
直接海外から仕入れた商品

使用上問題はありませんが、
傷や汚れがある商品

作りすぎた在庫品や倉庫整理のため、
お求めやすい価格にて販売できる商品

社会情勢やトレンドの移り変わりにより
追加生産ができない商品

理由
5

問屋を通さず、自社で在庫管理する事で更にリーズナブルな価格を実現！

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 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

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。

全店舗で 使えます各種クレジット、キャッシュレス決済
／ ／ 

● 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。

いつもの食事がワンランクUP

生活応援大特価生活応援大特価

※画像はイメージです。※商品は店舗により異なります。※画像はイメージです。※商品は店舗により異なります。お皿いろいろお皿いろいろ
大量仕入れで実現

10 111枚 ¥10~（税込¥11~）ズバリ

プラスリビングは自社で在庫管理をしているため
注文からお届けまでかかる日数を大幅カット。

※商品・地域により日数は異なります。最短でお届けが可能です。
プラスリビング
鈴鹿店改装のため
プラスリビング
鈴鹿店改装のため
プラスリビング
鈴鹿店改装のため
プラスリビング
鈴鹿店改装のため 本日　  Start!AM

10:00

最終一掃セール店　内
展示品
価格を見直し、赤札処分！ この機会をお見逃しなく！！
最終一掃セール店　内

展示品

限定

5
便利なかたちで使いやすい。

41.8×29×8941.8×29×89
カラーボックスカラーボックス
税込¥2,750○M○M

500 550¥500（税込¥550）
80
OFF

キズもの(梱包不良)

エントランスをかわいく演出。
帰りたくなるおうちに。

60×33×160×33×1
ラバーマットラバーマット
税込¥550○M○M

200 220¥200（税込¥220）
60
OFF

キズもの(梱包不良)

限定

3

86×39.5×7386×39.5×73
チェストチェスト
税込¥41,250○M○M

7,980 8,778¥7,980（税込¥8,778）78OFF

小物の整理や衣類収納まで万能な大きさです。

タモ突板

在庫処分品

税込¥128,700○M○M

29,800 32,780¥29,800（税込¥32,780）

74
OFF121.5×5203×79121.5×5203×79

セミダブルベッドセミダブルベッド

ボンネルコイルマットレス付

店頭展示品

ヘッドボードには携帯など
小物を置くスペースがあります。

座面の下におもちゃやブランケットなど
収納できます。

126×69×61.5（40）126×69×61.5（40）
座面下収納付2人掛ソファ座面下収納付2人掛ソファ
税込¥50,600○M○M

FAB
サイドポケット付

14,800 16,280¥14,800（税込¥16,280）

67
OFF

廃番品

みんなの使いやすいをかたちに。

155×105×72155×105×72
ダイニング５点セットダイニング５点セット

タモ材

店頭展示品

29,800 32,780¥29,800（税込¥32,780）
税込¥136,950○M○M

76
OFF

おうちの中で重要なリビングルームに。

195×44×40195×44×40
TVローボードTVローボード
税込¥176,000○M○M

ウォールナット無垢

49,800 54,780¥49,800（税込¥54,780）

68
OFF

廃番品

140×80×72140×80×72
ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥158,400○M○M

セラミック/スチール

59,800 65,780¥59,800（税込¥65,780）

58
OFF

在庫処分品

特有の素材感が存在感を引きたてる。
熱、キズ、汚れに強い優れもの。

通気性の良い素材とスプリングの癒合で睡眠をサポート。

120.5×204.5×80120.5×204.5×80
セミダブルベッドセミダブルベッド

オーク材
高密度スプリングマットレス付

店頭展示品

79,800 87,780¥79,800（税込¥87,780）ズバリ

人の出会いと一枚板の出会いは一期一会
ぜひ、世界に１つしかない
自分だけのお気に入りを見つけてください。

人の出会いと一枚板の出会いは一期一会
ぜひ、世界に１つしかない
自分だけのお気に入りを見つけてください。

店頭表示価
格より

店頭表示価
格より

5050最
大
最
大
OFFOFF

一枚板一枚板一枚板一枚板
店頭展示商品大処分店頭展示商品大処分店頭展示商品大処分店頭展示商品大処分

トレンドに左右されない安心あるデザイン。

アッシュ材

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
税込¥280,940○M○M

59,800 65,780¥59,800（税込¥65,780）

76
OFF

店頭展示品

強化ガラス
アイアン

税込¥50,600○M○M

9,800 10,780¥9,800（税込¥10,780）
78
OFF

一日の始まりを実感。
コミュニケーションスペースとしての
ダイニング。

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
在庫処分品

限定

3

ウォールナット突板
ＵＶ塗装

税込¥129,800○M○M

39,800 43,780¥39,800（税込¥43,780）
66
OFF

おうち時間を楽しくにぎやかなディナータイムに。

165×80×71165×80×71
ダイニング7点セットダイニング7点セット
店頭展示品

キズもの(キズ、ヒビ)

上品な雰囲気で、食事の時間を楽しめます。

140×85×75140×85×75
ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥343,200○M○M

人工大理石

79,800 87,780¥79,800（税込¥87,780）

74
OFF

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

鏡面

14,800 16,280¥14,800（税込¥16,280）

72
OFF

店頭展示品

お手入れラクラク。
小さなお子様やペットがいる家庭に。

249×87/172×88（47）249×87/172×88（47）
カウチソファカウチソファ

PU

39,800 43,780¥39,800（税込¥43,780）

直輸入品

ズバリ
『パパ・・・私おおきなベッドが欲しい』そんなときはコレ!!

250×105×185250×105×185
システムベッドシステムベッド

パイン材

49,800 54,780¥49,800（税込¥54,780）

キズもの(ソリ・キズ・色むら)

ズバリ

キッチンがすっきり。これ1台で大容量の収納力。

175×49×205175×49×205
ダイニングボードオープンダイニングボードオープン

MOISS/フェザーレール
ハーフェレー社クローザーレール

98,000 107,800¥98,000（税込¥107,800）

在庫処分品

ズバリ

重厚感が存在感を引き立てます。

240×100×74240×100×74
ダイニング9点セットダイニング9点セット
税込¥385,000○M○M

ラバーウッド

128,000 140,800¥128,000（税込¥140,800）

63
OFF

在庫処分品

トップレザー/PVC

圧迫感がなく、ゆったりとくつろげます。

185×80/130×82（40）185×80/130×82（40）
カウチソファカウチソファ
税込¥176,000○M○M

59,800 65,780¥59,800（税込¥65,780）

62
OFF

在庫処分品

自分に合ったベッドを見つけて、
ぐっすりと気持ちのいい眠りを体感してください。

（100×2）×205×76（100×2）×205×76
ツインベッドツインベッド

一流メーカー
コンセント
国産ポケットコイルマットレス付

廃番品

ズバリ ¥98,000 ¥107,800¥98,000（税込¥107,800）

家族でゆっくりくつろぐ団欒タイム。

150×90×70150×90×70
ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥187,220○M○M

ラバーウッド
キャスター付

76
OFF

在庫処分品

回転

¥39,800
43,780

¥39,800
（税込¥43,780）

¥19,800
21,780

¥19,800
（税込¥21,780）

スツールには収納、
ベッドとしても使用できる多機能ソファ。

本体:208×104×78（38）/スツール:104×40×38本体:208×104×78（38）/スツール:104×40×38
ソファベッドソファベッド
税込¥68,750○M○M

PVC
スツール収納付

68
OFF

店頭展示品

スチール

大人でも使いやすい。
収納力があり、リモートワークや作業用としても◎。

100×60×113100×60×113
学習デスク学習デスク
税込¥103,400○M○M

¥19,800 21,780¥19,800（税込¥21,780）

78
OFF

在庫処分品(決算処分品)

2段としてだけでなく、2台並べたり、
別々のお部屋に分けて使用もできます。

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

19,800 21,780¥19,800（税込¥21,780）

在庫処分品

ズバリ

191×130/80×85（43）191×130/80×85（43）
カウチソファカウチソファ

レザーFAB

29,800 32,780¥29,800（税込¥32,780）

直輸入品（廃番生地使用)

2人で脚を伸ばしても大丈夫。
ダブルカウチスタイル。

ズバリ

リビングにもベッドルームにも合わせやすい。
おしゃれを叶える収納チェスト。

120×40×80120×40×80
チェストチェスト
税込¥58,190○M○M

メラミン
 スライドレール

29,800 32,780¥29,800（税込¥32,780）

43
OFF

在庫処分品

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
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

39,800 43,780¥39,800（税込¥43,780）

69
OFF

廃番品

誰でも使いやすいベーシックタイプ。

141×205.8×80141×205.8×80

※シングルサイズもございます。※シングルサイズもございます。

ダブルベッドダブルベッド
税込¥127,600○M○M

コンセント/ライト
ポケットコイルマットレス付

39,800 43,780¥39,800（税込¥43,780）

65
OFF

在庫処分品

王道のかたちと安定の座り心地。

2色対応
本革

直輸入品

193×90×93（41）193×90×93（41）

※2人掛ソファもございます。※2人掛ソファもございます。

3人掛ソファ3人掛ソファ

69,800 76,780¥69,800（税込¥76,780）ズバリ

くつろいだり、食事をしたり、1つ2役でお部屋もすっきり。

ソファ:135×52/120×73.5（42）
テーブル:140×85×70
ソファ:135×52/120×73.5（42）
テーブル:140×85×70

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¥181,500○M○M

一流メーカー
合皮

69,800 76,780¥69,800（税込¥76,780）

57
OFF

廃番品

曲線が美しいホテルデザインソファ。

228×88×84（43）228×88×84（43）
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥250,800○M○M

FAB

79,800 87,780¥79,800（税込¥87,780）

65
OFF

在庫処分品

税込¥96,800○M○M

19,800 21,780¥19,800（税込¥21,780）
77
OFF

合わせやすく、使いやすい。
子供部屋にピッタリです。

98.4×204.8×6898.4×204.8×68
シングルベッドシングルベッド

コンセント/ライト
ポケットコイルマットレス付

店頭展示品（スノコ色違い)

オーク(楢)材の突板をふんだんに使用した
天然木の雰囲気を楽しめます。

142×210×82142×210×82

※シングル、セミダブル、クイーンサイズもございます。※シングル、セミダブル、クイーンサイズもございます。

ダブルベッドダブルベッド
税込¥177,650○M○M

オーク節有板使用
床板高2段階調整
ボンネルコイルマットレス付

59,800 65,780¥59,800（税込¥65,780）

62
OFF

直輸入品

2色対応
レザーFAB

ゆったり幅でリラックスして座れます。

230×92×168/96（45）230×92×168/96（45）
片電動リクライニングカウチソファ片電動リクライニングカウチソファ
直輸入品

79,800 87,780¥79,800（税込¥87,780）ズバリ

座面は撥水加工されています。
オイルレザーで使い込めば味が出ます。

212×141/74×74（43）212×141/74×74（43）
総革張カウチソファ総革張カウチソファ
税込¥363,000○M○M

オイルレザー/ヌバック

98,000 107,800¥98,000（税込¥107,800）

70
OFF

廃番品

リビングの角でちょっとした書斎にしたり、
テレワークの場所としても最適です。

90.5×80×120.5（70）90.5×80×120.5（70）
パーテーションデスクパーテーションデスク
在庫処分品(決算処分品)

9,800 10,780¥9,800（税込¥10,780）ズバリ

FAB

大きすぎない、くつろぎやすい大きさです。

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
※色が異なる場合がございます。※色が異なる場合がございます。カウチソファカウチソファ

在庫処分品(廃番生地使用)

12,800 14,080¥12,800（税込¥14,080）ズバリ

限定

3

限定

5
必要な時だけ出せる便利な
折りたたみ式のデスク&チェアです。

70×50×7170×50×71

折りたたみテーブル&
チェアセット
折りたたみテーブル&
チェアセット
税込¥7,700○M○M

980 1,078¥980（税込¥1,078）
86
OFF

在庫処分品

限定

3
おもちゃ箱としても使える
トランク型ベンチ。

83×36×3883×36×38
トランクベンチトランクベンチ
税込¥15,950○M○M

PVC

2,980 3,278¥2,980（税込¥3,278）
79
OFF

キズもの(梱包不良)

限定

3
何気ない食事の日常を
家族の大切な時間に。

35×41×74.535×41×74.5
ベビーチェアベビーチェア
税込¥7,920○M○M

天然木
座面3段階

1,980 2,178¥1,980（税込¥2,178）
72
OFF

キズもの(梱包不良)

限定

3
自分の好きなものを飾ろう。

42.5×36.5×12042.5×36.5×120
コレクションボードコレクションボード
税込¥22,000○M○M

強化ガラス

70
OFF

キズもの(梱包不良)

1人暮らしの方におすすめです。

58×39.5×15058×39.5×150
レンジ台レンジ台
税込¥32,890○M○M

7,980 8,778¥7,980（税込¥8,778）
73
OFF

在庫処分品

限定

5
限定

5
マルチカラーのボタンがキュート。

115×70×68（32）115×70×68（32）
2人掛ソファ2人掛ソファ

FAB

5,980 6,578¥5,980（税込¥6,578）

在庫処分品

ズバリ

雑誌など見せる収納ができるテレビボード。

118.5×39.5×51.8118.5×39.5×51.8
TVローボードTVローボード
税込¥25,190○M○M

3,980 4,378¥3,980（税込¥4,378） 82
OFF

在庫処分品

限定

3
限定

5
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。

66.5×65×91.5~103.566.5×65×91.5~103.5
オフィスチェアオフィスチェア
税込¥75,900○M○M

ロッキング機能
ランバーサポート
シートスライド4段階

5,980 6,578¥5,980（税込¥6,578）

91
OFF

キズもの/完成品(キズ・ヨゴレ)

限定

3
ボタンタフティングがポイント。
中世北欧風チェア。

71×83~118.5×86.5~10671×83~118.5×86.5~106
パーソナルチェアパーソナルチェア
税込¥35,750○M○M

FAB

8,800 9,680¥8,800（税込¥9,680） 72
OFF

キズもの(梱包不良)
税込¥66,550○M○M

83
OFF

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
在庫処分品

限定

3

TVで紹介
されました！！

パイン材/ボンネルコイルマットレス付

税込¥68,200○M○M

88
OFF

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

限定

5

在庫処分品
TVで紹介
されました！！

限定

3
長時間チェアに座るパソコンユーザー、
ゲーマー、クリエイターの方へ。

66×66~116×123~13066×66~116×123~130
レーシングチェアレーシングチェア
税込¥45,375○M○M

FAB/リクライニング

9,800 10,780¥9,800（税込¥10,780）76OFF

キズもの(梱包不良)

¥9,800 10,780¥9,800（税込¥10,780）

限定

3
1台で2役こなす便利なソファ。

168×79×78（40）168×79×78（40）
ソファベッドソファベッド
税込¥31,350○M○M

PVC/ギア3段階調整

9,800 10,780¥9,800（税込¥10,780）
65
OFF

在庫処分品（他社キャンセル品)

¥6,980 7,678¥6,980（税込¥7,678）
¥5,980

6,578
¥5,980
（税込¥6,578）


