
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。 ●Ⓜ 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

地域密着型

ECサイトオープン！！
お店で見て悩んだ商品も
おうちから注文できちゃう！

AM10:00 Start!!10.16［土］～10.24［日］
プラスリビング鈴鹿店

最
大

協賛SALE協賛SALE
リニューアルオープン

%95OFF

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。

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。

ネオスタイルアウトレット　ラボ

岐阜店 6F

シェルチェアシェルチェア
1人掛け1人掛け 税込¥137,500○M○M

¥49,800（税込¥54,780）
2人掛け2人掛け 税込¥192,500○M○M

¥69,800（税込¥76,780）
ダブルベッド（マットレス付）ダブルベッド（マットレス付） 5959%%

OFFOFF税込¥460,000○M○M

¥168,000（税込¥184,800）
6060%%
OFFOFF

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。お皿いろいろ
1枚 ¥10~（税込¥11~）ズバリ

大量仕入れで実現

全
店
全
店

インダストリアル風ヴィンテージで
機能性や実用性を演出。

160×79.5×75160×79.5×75
ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥105,930○M○M

メタル
ニレ無垢材

在庫処分品

OFF
%48

¥49,800 ¥54,780¥49,800（税込¥54,780）

在庫
限り

限定

3

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¥148,720○M○M

在庫処分品

OFF
%77

¥29,800 ¥32,780¥29,800（税込¥32,780）

清潔なホワイト色が空間を明るくします。

メラミン

限定

10
どんなお部屋にもマッチします。

22×22×3022×22×30
ダストボックスダストボックス
税込¥3,025○M○M

天然木突板

キズもの（梱包不良）

OFF
%78

¥580 ¥638¥580（税込¥638）

調味料、小皿やグラスのほか
ストックドリンクどんなものも収納できるマルチタイプ。

40×32×74.540×32×74.5
マルチワゴン3段マルチワゴン3段
税込¥4,675○M○M

メッキ

キズもの（梱包不良）

OFF
%81

¥780 ¥858¥780（税込¥858）

限定

5
限定
各3

間仕切りやパーテションとしても
ラックとしてもお使いいただけます。

60×21×204.5～27560×21×204.5～275
つっぱりパーテーションラックつっぱりパーテーションラック
税込¥34,980○M○M

2色対応
オーク突板/スチール

在庫処分品

OFF
%95

¥1,480 ¥1,628¥1,480（税込¥1,628）
限定

5
コレ1つで男前インテリア空間に。

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

在庫処分品

¥3,980 ¥4,378¥3,980（税込¥4,378）ズバリ

限定

5
デスクワークをしっかりサポート。

100×70×72100×70×72
コーナーデスクコーナーデスク

¥5,980 ¥6,578¥5,980（税込¥6,578）ズバリ

在庫処分品

限定

3
ミニマム生活にぴったり。
必要なものだけをしっかり収納。

60×71.5×15660×71.5×156
レンジ台レンジ台
税込¥30,580○M○M

スチール

廃番品

OFF
%78

¥5,980 ¥6,578¥5,980（税込¥6,578）

限定

3
1人でくつろぐVIP席。

78×73~102×92~10278×73~102×92~102
パーソナルチェアパーソナルチェア
税込¥33,000○M○M

PVC/無段階リクライニング

キズもの（梱包不良）

OFF
%73

¥7,980 ¥8,778¥7,980（税込¥8,778）

限定

3
1台で2役。
急なお泊りに大活躍。

178×84×77178×84×77
ソファベッドソファベッド
税込¥31,240○M○M

FAB

在庫処分品

OFF
%71

¥7,980 ¥8,778¥7,980（税込¥8,778）
限定

3
子供部屋や1人暮らしの方におすすめです。

120×40×41120×40×41
テレビローボードテレビローボード

天然木

¥6,980 ¥7,678¥6,980（税込¥7,678）
ズバリ

キズもの（梱包不良）

限定

3
合わせやすく、使いやすい。
子供部屋にピッタリです。

ビーチ材突板
コンセント／ライト
ボンネルコイルマットレス付

98.4×204.8×6898.4×204.8×68
シングルベッドシングルベッド
税込¥92,400○M○M

OFF
%82

¥14,800 ¥16,280¥14,800（税込¥16,280）

キズもの（ヨゴレ）

在庫
限り

リビングにも子供部屋にも
たくさん収納できます。

80×32×18080×32×180
フリーボードフリーボード
在庫処分品

¥7,980 ¥8,778¥7,980（税込¥8,778）
ズバリ

限定

3
コンパクトなレトロ調ソファ。

123.5×70×71（39）123.5×70×71（39）
2人掛ソファ2人掛ソファ
税込¥38,390○M○M

FAB

在庫処分品

OFF
%71

¥9,800 ¥10,780¥9,800（税込¥10,780）
限定

3
毎日カフェ気分。
くつろぎのスペースに。

80×80×6580×80×65
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
在庫処分品

¥9,800 ¥10,780¥9,800（税込¥10,780）
ズバリ

空間に奥行きを感じられる
すっきりとしたデザイン。

160×80×71.5160×80×71.5
ダイニング5点セットダイニング5点セット

強化ガラス

在庫処分品

¥19,800 ¥21,780¥19,800（税込¥21,780）ズバリ

限定

3
限定
各3

地球にもおサイフにもやさしいサスティナブルソファ。

本体：172×125×76（42）/スツール：58×58×42本体：172×125×76（42）/スツール：58×58×42
カウチソファカウチソファ
税込¥85,800○M○M

2色対応
FAB

直輸入品（廃番生地使用）

OFF
%74

¥19,800 ¥21,780¥19,800（税込¥21,780）
限定

3
快適な睡眠空間へ。

112×204×86112×204×86
シングルベッドシングルベッド

FAB
ボンネルコイルマットレス付

廃番品

¥19,800 ¥21,780¥19,800（税込¥21,780）
ズバリ

0
手触りのいい質感で居心地の良いワークスペースに。

120×60×72120×60×72
デスクデスク
税込¥61,380○M○M

ラバーウッド無垢材

廃番品

OFF
%64

¥19,800 ¥21,780¥19,800（税込¥21,780）

在庫
限り

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

廃番品

¥19,800 ¥21,780¥19,800（税込¥21,780）
ズバリ

在庫
限り

限定

3
毎日使用するベッドだからこそ安らげる場所に。

97.7×204.6×80.597.7×204.6×80.5
シングルベッドシングルベッド
税込¥87,450○M○M

コンセント
2層ポケットコイルマットレス付

在庫処分品

OFF
%62

¥29,800 ¥32,780¥29,800（税込¥32,780）
限定

3

在庫処分品

ベッドの下にたっぷり収納。
大容量の収納ベッド。

99.5×209×8899.5×209×88
シングルチェストベッドシングルチェストベッド

コンセント
ボンネルコイルマットレス付

¥29,800 ¥32,780¥29,800（税込¥32,780）
ズバリ

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。

287×152/53×85（41）287×152/53×85（41）
カウチソファベッドカウチソファベッド

FAB

直輸入品

¥39,800 ¥43,780¥39,800（税込¥43,780）
ズバリ

在庫
限り

限定

3
あなたのくつろぎスタイルが変わります。

150×90×72150×90×72
ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥173,800○M○M

ウォールナット突板

直輸入品

OFF
%74

¥39,800 ¥43,780¥39,800（税込¥43,780）

ライト、コンセント、引出しまで付いている
人気のベッドです。

142×208×80142×208×80
ダブルベッドダブルベッド
税込¥93,500○M○M

ライト
ボンネルコイルマットレス付

OFF
%53

¥39,800 ¥43,780¥39,800（税込¥43,780）

在庫処分品

在庫
限り

肌さわりがよくふんわりと包み込まれる座り心地。

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

セーフステックレザー
撥水加工

OFF
%79

¥39,800 ¥43,780¥39,800（税込¥43,780）

在庫
限り

在庫処分品

自分だけの秘密基地。
レイアウトは成長に合わせて変更できます。

201×103×118201×103×118
システムベッドシステムベッド
在庫処分品（決算処分）

¥39,800 ¥43,780¥39,800（税込¥43,780）
ズバリ

在庫
限り

全長サイズがコンパクト。
お部屋に収まりやすいサイズです。

143×199.5×85143×199.5×85
ダブルベッドダブルベッド

一流メーカー
LEDライト/コンセント
国産ポケットコイルマットレス付

廃番品

¥59,800 ¥65,780¥59,800（税込¥65,780）
ズバリ

在庫
限り

無垢材の豊かな表情とシックな色合いが
隠れた上品さを引き出します。

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¥127,600○M○M

一流メーカー
ラバーウッド無垢材

在庫処分品

OFF
%48

¥59,800 ¥65,780¥59,800（税込¥65,780）

在庫
限り

人気の調理がしやすいハイカウンター設計。

117×49×206117×49×206
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¥172,040○M○M

一流メーカー
MOISS
モーションレール

廃番品

OFF
%55

¥69,800 ¥76,780¥69,800（税込¥76,780）

在庫
限り

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

廃番品

OFF
%49

¥79,800 ¥87,780¥79,800（税込¥87,780）

在庫
限り

ヘッドボードのラインがアクセント。
ホテル風の寝室に。

147×200.5×79147×200.5×79
ダブルベッドダブルベッド

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

廃番品

¥88,000 ¥96,800¥88,000（税込¥96,800）
ズバリ

在庫
限り

シンプルで落ち着きのあるデザイン。
自宅で外食気分を味わえます。

200×90×71200×90×71
ダイニング7点セットダイニング7点セット
税込¥516,120○M○M

タモ無垢材
座：本革

廃番品

OFF
%79

¥98,000 ¥107,800¥98,000（税込¥107,800）

在庫
限り

自分の好きなものを飾ろう。

55×43.5×16255×43.5×162
コーナーコレクションボード4段コーナーコレクションボード4段
税込¥41,250○M○M

強化ガラス
ライト付

キズもの（梱包不良）

OFF
%73¥9,800

¥10,780
¥9,800
（税込¥10,780）

限定

3

座面下の収納がとっても便利。
リビングが狭い、荷物が多い方必見です。

174×73×79（45）174×73×79（45）
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥97,900○M○M

座面下収納
FAB

在庫処分品

OFF
%66

¥29,800 ¥32,780¥29,800（税込¥32,780）

在庫
限り

お部屋の圧迫感がすくなく、
間仕切りにも使いやすいロータイプ。

228×93×64（32）228×93×64（32）
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥217,800○M○M

本革

店頭展示品

OFF
%69

¥59,800 ¥65,780¥59,800（税込¥65,780）

展示品
限り

高級感のある表情。
リビングをクールに決めるコーナーソファ。

271×271×91（40）271×271×91（40）
コーナーソファ5点セットコーナーソファ5点セット
税込¥270,875○M○M

ユーロテック

店頭展示品

OFF
%60

¥98,000 ¥107,800¥98,000（税込¥107,800）

展示品
限り

限定

5
ヘッドも角度調整が可能。
肘掛けもフラットになり、寝転んでも邪魔になりません。

67×79～138×76（16）67×79～138×76（16）
座椅子座椅子
税込¥9,900○M○M

FAB/14段階ギア

OFF
%78

¥1,980 ¥2,178¥1,980（税込¥2,178）

在庫処分品

限定

3
キッチン周りをすっきり収納。

90×44.5×18690×44.5×186
ダイニングボードオープンダイニングボードオープン

MOISS
ハイグロス
スライドレール

¥19,800 ¥21,780¥19,800（税込¥21,780）
ズバリ

在庫処分品

お手入れラクラク。ヨゴレにくい。
小さなお子様がいても安心です。

本体:240×87×63（37）/スツール:88.5×53×37本体:240×87×63（37）/スツール:88.5×53×37
カウチソファカウチソファ
税込¥171,600○M○M

3色対応
SPU

直輸入品

OFF
%61

¥59,800 ¥65,780¥59,800（税込¥65,780）

在庫
限り

王道のデザインと安心の座りごこち。

190×90×97（42）190×90×97（42）
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥184,800○M○M

一流メーカー
本革/セミアニリン仕上

在庫処分品

OFF
%52

¥79,800 ¥87,780¥79,800（税込¥87,780）

在庫
限り

限定

3

在庫処分品

パソコンからリモートワークまで、
タブレット収納や便利なUSBポート付。

100×43.3×48100×43.3×48
デスクデスク

USB
ウォールナット突板

¥15,800 ¥17,380¥15,800（税込¥17,380）
ズバリ

限定

5
ベーシックタイプのマネジメントチェア。

60.5×68×9360.5×68×93
オフィスチェアオフィスチェア
税込¥19,635○M○M

PU

廃番品

OFF
%77

¥3,980 ¥4,378¥3,980（税込¥4,378）

エイジング加工されたデザインが
長年使い込んだような味のある風合いを引き出します。

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
税込¥327,800○M○M

ソフトテック

直輸入品

OFF
%60

¥118,000 ¥129,800¥118,000（税込¥129,800）

在庫
限り

我が家だけのくつろぎ贅沢ルーム。

225×172/91×72（47）225×172/91×72（47）
カウチソファカウチソファ
税込¥226,600○M○M

本革/ヘッド無段ギア

廃番品

OFF
%61

¥79,800 ¥87,780¥79,800（税込¥87,780）

在庫
限り

在庫処分品

誰にも邪魔されない快適な寝心地へ。

151×210×81151×210×81
ワイドダブルベッドワイドダブルベッド

ライト/コンセント
国産ポケットマットレス付
ニット生地

¥79,800 ¥87,780¥79,800（税込¥87,780）
ズバリ

在庫
限り

限定

20

35×6035×60
人工芝人工芝
税込¥1,457○M○M

OFF
%78

¥280 ¥308¥280（税込¥308）

店頭展示品

面倒なメンテナンスも不要。
水はけも良いので、屋外でも長い間キレイな状態を
保ってくれます。

トレンドに左右されないデザイン。

150×42.4×31.4150×42.4×31.4
テレビローボードテレビローボード

オーク無垢
ウレタン塗装

廃番品

在庫
限り

税込¥47,080○M○M
OFF

%53

¥19,800 ¥21,780¥19,800（税込¥21,780）

限定

3
読書やテレビを見たり
ゆらゆらほっとリラックス。

67×96×90（48）67×96×90（48）
リラックスチェアリラックスチェア
税込¥19,800○M○M

積層材/FAB

キズもの（梱包不良）

OFF
%83

¥2,980 ¥3,278¥2,980（税込¥3,278）

限定

10
ニオイが気になる方には蓋つきダストボックス。

33×44.5×6033×44.5×60
2WAYダストボックス  2WAYダストボックス  
税込¥5,060○M○M

キズもの（梱包不良）

OFF
%78

¥980 ¥1,078¥980（税込¥1,078）

45L


