
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。

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

掲載商品は店舗のみの限定数特別価格です。ECサイトではご購入できません。
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！

全店舗で使えます
各種クレジット、キャッシュレス決済 ／ ／ 

●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、PU/ポリウレタン

MAX

92OFF
%

掲載以外にも
初売り特化商品を多数ご用意！

詳しくは店頭にて
ご確認下さい。

粗品進呈!粗品進呈!
期間中、

ご来店のお客様に

●数に限りがあります。
●お1人様お1つとさせて

いただきます。

本年もよろしくお願いします

●限定商品のご購入整理券を1月2日午前9時00分～
　9時45分に配布します。 ［先着順・当日（1月2日）のみ有効］
●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。

売 り

福袋福袋
新年の運試し 総額税込¥14,000総額税込¥14,000相

当
相
当

50
各店限定

セット

生活雑貨コース生活雑貨コース

メーカー希望小売価格メーカー希望小売価格

総額5万円相当総額5万円相当
10
各店限定

セット

豪華コース豪華コース
税込¥2,200!!税込¥2,200!!

税込¥220!!税込¥220!!

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。

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

日
日

10日（月・祝）まで

明日午前
10時

よ
り

1/

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！

気になる中身は
　 公式Twitter
にて公開！

初
キャビネットキャビネット
税込¥26,290○M 税込¥26,290○M

89.5×39.5×88.489.5×39.5×88.4

83%
OFF

限定
各5

人気の見せる収納。
フラップタイプでおしゃれに。

2色対応

在庫処分品

¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378）
¥21,912¥21,912引き！

各¥2,980（税込各¥3,278）各¥2,980（税込各¥3,278）各¥2,980（税込各¥3,278）各¥2,980（税込各¥3,278）
¥5,192¥5,192引き！

センターテーブルセンターテーブル
税込¥12,320○M 税込¥12,320○M

75×50×3275×50×32

85%
OFF

限定

10
かわいいまるいビーンズ型。
子供から大人まで使えるかたちです。

天然木突板

在庫処分品

¥1,580（税込¥1,738）¥1,580（税込¥1,738）¥1,580（税込¥1,738）¥1,580（税込¥1,738）
¥10,582¥10,582引き！

オフィスチェアオフィスチェア
税込¥14,300○M 税込¥14,300○M

59×58×90.5~100.5（42~52）59×58×90.5~100.5（42~52）

84%
OFF

限定

5
くつろげるロッキング機能に
ゆったりした座り心地。

ロッキング機能/メッシュ
ランバーサポート付

在庫処分品

¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）
¥12,122¥12,122引き！

マルチラックマルチラック
税込¥11,000○M 税込¥11,000○M

34×21×78.534×21×78.5

80%
OFF

限定

5
見られたくないものを隠して収納。

桐材

在庫処分品

¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）
¥8,822¥8,822引き！

TVローボードTVローボード
税込¥38,060○M 税込¥38,060○M

119×40×45119×40×45

82%
OFF

限定

3
シンプルで使いやすい。
埃が入りにくい扉タイプ。

スライドレール

在庫処分品

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）

ダイニング3点セットダイニング3点セット
税込¥64,900○M 税込¥64,900○M

75×75×7375×75×73

86%
OFF

限定

5
場所も取らずコンパクト。木のぬくもりを感じる
優しい空間を演出してくれます。

ラバーウッド

キズもの
回転

各¥9,800（税込各¥10,780）各¥9,800（税込各¥10,780）

レンジボード（引出タイプ・扉タイプ）レンジボード（引出タイプ・扉タイプ）
税込¥57,200○M 税込¥57,200○M

59.3×40×17859.3×40×178

81%
OFF

限定
各3

コンパクトなのに必要なものはしっかり収納。

在庫処分品

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
学習デスク学習デスク
100×71×112100×71×112

在庫
限り

奥行きがあるので、
大人の作業台としても使用しやすい大きさです。

タモ無垢材

ズバリ

キズもの
（キズ・色むら）

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）

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 税込¥66,550○M

90~120×75×7290~120×75×72

83%
OFF

限定

3
伸長式で2人で広々使えます。

在庫処分品

¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）

TVローボードTVローボード
税込¥79,200○M 税込¥79,200○M

160×40×48160×40×48

79%
OFF

限定

3
家族で、親子で使いやすい。
ハードディスクからゲーム機まで収納できます。

ハイグロス

在庫処分品在庫処分品

在庫処分品

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥60,610○M 税込¥60,610○M

150×80×72150×80×72

64%
OFF

限定

5
大理石柄で高級感を演出。
曲線のハイバックで背中にフィット。

強化ガラス
スチール/PU

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）
シングルチェストベッドシングルチェストベッド
99.5×208×82.599.5×208×82.5

限定

5
子供部屋におすすめ、
無駄なく使える収納力抜群のチェストベッド。

コンセント/サイドラック
ボンネルコイルマットレス付

直輸入品

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

シングルベッドシングルベッド
税込¥95,975○M 税込¥95,975○M

97.7×207.6×79.997.7×207.6×79.9

65%
OFF

限定

3
携帯や目覚まし時計、眼鏡など置くのに
便利なスペースがあり使いやすい。

コンセント
ポケットコイルマットレス付

廃番品

回転ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥195,800○M 税込¥195,800○M

150×85×70150×85×70

77%
OFF

限定

3
ボリューム感のあるふっくらチェアで
食事の時間だけでなくのんびりとくつろげます。
天然木/キャスター付

直輸入品

¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）
シングルベッドシングルベッド
99×209×8299×209×82

限定

5
落ち着いた安らげるベッド空間へ。

ライト/コンセント
ボンネルコイルマットレス付

在庫処分品

ズバリ

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）

ダブルベッドダブルベッド
税込¥135,850○M 税込¥135,850○M

142×200.5×85142×200.5×85

67%
OFF

限定

3
無垢材ヒノキをふんだんに使用したベッドフレーム。

ヒノキ無垢材
ポケットコイルマットレス付

廃番品

¥49,800（税込¥54,780）¥49,800（税込¥54,780）

セミダブルベッドセミダブルベッド
税込¥199,100○M 税込¥199,100○M

121×198×74.5121×198×74.5

72%
OFF

ゆったりサイズだから体の大きい男性の方や
寝返りの多い方におすすめです。

一流メーカー
日本製スプリングマットレス付

廃番品

在庫
限り

TVボードTVボード
税込¥134,200○M 税込¥134,200○M

190×45×160190×45×160

50%
OFF

見せる収納でディスプレイしやすく
テレビ回りもスッキリとした印象に。

ハイグロス
フルオープンレール

在庫処分品在庫処分品

在庫
限り

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）

本革/セミアニリン

在庫処分品

限定

3

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）
3人掛ソファ＋スツール3人掛ソファ＋スツール
ソファ：190×94×81（43）　スツール：58×58×43ソファ：190×94×81（43）　スツール：58×58×43

印象的なステッチで縫い上げ、
側面のシルエットにもこだわった、
ネオクラシックソファ。

ズバリ ¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）

クイーンベッドクイーンベッド
税込¥173,800○M 税込¥173,800○M

162×212×80162×212×80

62%
OFF

広々として、ゆったり睡眠できます。

LEDライト
コンセント
ボンネルコイルマットレス付

在庫処分品

在庫
限り

¥49,800（税込¥54,780）¥49,800（税込¥54,780）

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
税込¥162,800○M 税込¥162,800○M

140~180×90×72140~180×90×72

66%
OFF

限定

3
新年の家族の輪をここからスタート。

オーク突板
中央:ガラス

在庫処分品

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）

ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥380,380○M 税込¥380,380○M

180×90×71180×90×71

76%
OFF

高級感が引き立つ。
毎日ご自宅で外食気分を味わえます。

一流メーカー/タモ無垢材
座:本革

廃番品

在庫
限り

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 税込¥385,000○M

240×100×74240×100×74

63%
OFF

ボリューム感たっぷりのダイニング。
重厚感が存在感を引き立てます。

ラバーウッド無垢

在庫処分品

在庫
限り

¥128,000（税込¥140,800）¥128,000（税込¥140,800）

デザイナーズチェアデザイナーズチェア
税込¥6,050○M 税込¥6,050○M

47×52×8247×52×82

82%
OFF

限定
各5

置くだけでもおしゃれ。
世界中の人から長く愛され続けている
人気のチェア。

ポリプロピレン/天然木
耐荷重：80㎏
2色対応

キズもの

¥980（税込¥1,078）¥980（税込¥1,078）¥980（税込¥1,078）¥980（税込¥1,078）
¥4,972¥4,972引き！

ベビーチェアベビーチェア
税込¥18,150○M 税込¥18,150○M

45×52×8045×52×80

81%
OFF

限定

3
お孫さんのプレゼントにいかがですか?

ビーチ材
高さ調節機能

在庫処分品

¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）
¥14,872¥14,872引き！

¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378）

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

3人掛ソファ+スツール3人掛ソファ+スツール
税込¥279,400○M 税込¥279,400○M

ソファ:208×98×89（45）　スツール:60×60×45ソファ:208×98×89（45）　スツール:60×60×45

61%
OFF

お部屋の雰囲気をグッと格上げしてくれる本革ソファ。
使い込むほどに艶や風合いが出ます。

イタリア製厚革/高密度ウレタン
　　　シリコンフィル/フェザー

在庫処分品

在庫
限り

ツインベッドツインベッド
（100×2）×199.5×85（100×2）×199.5×85

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。
2色対応
一流メーカー/LEDライト/コンセント
日本製ポケットコイルマットレス付

廃番品

在庫
限り

在庫処分品

限定

10

３畳ラグ３畳ラグ
200×250200×250

触り心地がやさしく、
ふっくらとボリュームがあるラグです。

¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）
ズバリ

¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）
¥31,482¥31,482引き！

¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）
¥26,422¥26,422引き！

2色対応

シングル脚付マットレスシングル脚付マットレス
税込¥33,000○M 税込¥33,000○M

97×195×3497×195×34

80%
OFF

限定
各5

自分のライフスタイルに合わせた
コーディネートが可能です。

在庫処分品

廃番品

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）
税込¥174,900○M 税込¥174,900○M 74%

OFF

鏡面天板が美しい、
モダンスタイルダイニングセット。

ダイニング5点セットダイニング5点セット
180×85×72180×85×72

エナメル鏡面

在庫
限り

廃番品

在庫
限り一流メーカー

アルダー材
高密度スプリングマットレス付

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）
ダブルベッドダブルベッド
147×200.5×79147×200.5×79

ヘッドボードのラインがアクセント。
ホテル風の寝室に。

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

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）

3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥217,800○M 税込¥217,800○M

197×88×94（42）197×88×94（42）

59%
OFF

王道のデザインと安心の座りごこち。

本革

直輸入品

在庫
限り

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）
¥152,020¥152,020引き！

レーシングデスクレーシングデスク
税込¥22,000○M 税込¥22,000○M

105×60×70105×60×70

70%
OFF

限定

5
デザインも使いやすさも備わったデスク。

キズもの

スチール

¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）
¥15,422¥15,422引き！

回転
在庫処分品

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）

ダイニング７点セットダイニング７点セット
税込¥150,700○M 税込¥150,700○M

180×90×70180×90×70

78%
OFF

ラバーウッド無垢

老若男女誰でも使いやすい。
シンプルな定番スタイル。 限定

3

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

2段ベッド2段ベッド
税込¥86,900○M 税込¥86,900○M

102×218×173102×218×173

74%
OFF

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。

ライト
パイン材

在庫処分品

限定

3

3人掛+スツール3人掛+スツール
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

限定

5
ちょうどいいサイズ感。
圧迫感もなく、くつろぐのに最適です。
FAB

直輸入品

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）

ダイニングボードダイニングボード
税込¥257,400○M 税込¥257,400○M

156×49×205156×49×205

65%
OFF

汚れが付きやすいキッチンだからこそ
お手入れしやすく。汚れた時はサッと水拭きでOK。

一流メーカー/ハイグロス
MOISS/フルオープン

在庫処分品

限定

5

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）

コレクションボードコレクションボード
税込¥27,500○M 税込¥27,500○M

48.6×38.2×14248.6×38.2×142

68%
OFF

限定

5
お気に入りを飾って楽しもう。

強化ガラス

在庫処分品

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）
税込¥123,200○M 税込¥123,200○M 73%

OFF

カウチソファカウチソファ

限定

5
レイアウト自由自在。
アイディア次第でオリジナリティーあふれる空間に。

FAB

廃盤品

205×83/140×93（41）205×83/140×93（41）

FAB

収納付アニマルスツール収納付アニマルスツール
税込各¥8,470○M 税込各¥8,470○M

❶33×82×36　❷33×63×38❶33×82×36　❷33×63×38

❶❶

❷❷

61%
OFF

限定
各5

愛嬌たっぷりなアニマルスツール。
収納スペース付で、
ちょっとした小物の収納に便利です。

在庫処分品

キズもの
（キズ・ヨゴレ）

フォールディングスツールフォールディングスツール
税込¥1,518○M 税込¥1,518○M

39×33×39　折りたたみ時:39×4.5×5339×33×39　折りたたみ時:39×4.5×53

92%
OFF

限定

20

サッと広げればどこでも使える。
スツールだけでなく高いところの物を取ったり、
踏み台としても使えます。

ポリプロピレン
耐荷重:150kg

¥100（税込¥110）¥100（税込¥110）¥100（税込¥110）¥100（税込¥110）
¥1,408¥1,408引き！

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）

ソファベッドソファベッド
税込¥60,720○M 税込¥60,720○M

172×73/92×75（36）172×73/92×75（36）

82%
OFF

限定

3
お部屋のアクセントに。
かわいいパッチワーク。

FAB
ギア3段階

在庫処分品

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）
ズバリ

185×92×93（42）185×92×93（42）

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）
税込¥184,690○M 税込¥184,690○M 76%

OFF

在庫処分品

3人掛ソファ3人掛ソファ

限定

3
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。

本革

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥139,920○M 税込¥139,920○M

182×99×77.5/88（41）182×99×77.5/88（41）

84%
OFF

限定

5
ギア入りヘッドで頭をサポート。

ヘッド可動式
FABレザー
ポケットコイル

在庫処分品
※店舗によって色が異なる場合が
　ございます。
※店舗によって色が異なる場合が
　ございます。

シングルベッドシングルベッド
100×201×62.5100×201×62.5

限定

5
シンプルなデザイン。
マットレスが付いてこの価格。

パイン材
ボンネルコイルマットレス付

在庫処分品

¥6,980（税込¥7,678）¥6,980（税込¥7,678）¥6,980（税込¥7,678）¥6,980（税込¥7,678）
ズバリ

中間スイッチ/継脚

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）

こたつこたつ
税込¥44,440○M 税込¥44,440○M

120×80×36（41）120×80×36（41）

80%
OFF

限定

5
寒い日はこたつで温まろう。

在庫処分品

パーソナルチェアパーソナルチェア
税込¥37,125○M 税込¥37,125○M

76×78～110×92～104（45～49）76×78～110×92～104（45～49）

88%
OFF

限定

3
1人でくつろぐVIP席。

PVC
無段階リクライニング

キズもの
（キズ・ヨゴレ）

¥32,747¥32,747引き！

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
ゲーミングチェア（フットレスト付）ゲーミングチェア（フットレスト付）
65×85～130×119（46～55） 65×85～130×119（46～55） 

限定

5
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。

PVC/ヘッドレスト/ロッキング機能
肘上下3段階調整/肘角度調整
リクライニング180°

ズバリ

在庫処分品
（他社キ

ャンセル品）

FAB

¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）

3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥55,000○M 税込¥55,000○M

172×70×71（40）172×70×71（40）

70%
OFF

限定

5
カラフルな色でお部屋も心もHAPPYに。

在庫処分品

一流メーカー
MOISS
モーションレール

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）

ダイニングボードダイニングボード
税込¥172,040○M 税込¥172,040○M

117×49×206117×49×206

61%
OFF

限定

3
人気の調理がしやすいハイカウンター設計。

在庫処分品

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）
税込¥154,000○M 税込¥154,000○M 78%

OFF

システムベッドシステムベッド 131×145.5×200.5131×145.5×200.5

限定
各5

収納力抜群。子供部屋や1人暮らしの方に。
離して使えば本棚やハンガーラックとしても使えます。

2色対応
ボンネルコイルマットレス付

在庫処分品

在庫処分品

各¥7,980（税込各¥8,778）各¥7,980（税込各¥8,778）

❶ハイチェスト❶ハイチェスト
税込各¥40,920○M 税込各¥40,920○M

80×39.5×11880×39.5×118
❷ローチェスト❷ローチェスト

❶❶

❷❷

118×39.5×82118×39.5×82

78%
OFF

限定
各3

心機一転で新しい年を迎えるのにぴったり。

スライドレール

72%
OFF

在庫処分品

❶ハイチェスト❶ハイチェスト
税込❶¥173,800　 税込❷¥157,080○M ○M税込❶¥173,800　 税込❷¥157,080○M ○M

88×44×11688×44×116
❷ローチェスト❷ローチェスト

❶❶

❷❷

102×44×82102×44×82

長く愛用できるしっかりしたチェスト。

ケバンス無垢
箱組ロッキング
フルオープンレール

在庫
限り

各¥39,800（税込各¥43,780）各¥39,800（税込各¥43,780）


