
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

公式instagram 公式Twitter

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

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。

理由あり 価格の理由
わ       け わ       け 大量仕入れ品理由

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

その他多くの商品を仕入れる代わりに
価格面でご協力頂いた商品

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！

LIVEな品揃え。

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。

LUXURY ART VALUE OUTLET

鈴鹿店　NEW OPEN 人気YouTubeｒや人気バンド愛用で
話題になった有名ソファ
岐阜店・みなと店にて展示中

人気YouTubeｒや人気バンド愛用で
話題になった有名ソファ
岐阜店・みなと店にて展示中

売り切れ続出　大人気のクリスタルアート　新作ぞくぞく展示中
キラキラしたアクリル樹脂を散りばめ、立体的に表現したお洒落なクリスタルアートのパネル
お部屋だけでなく、美容室やエステサロン、カフェやオフィスに飾ってみてはいかがでしょうか
キラキラしたアクリル樹脂を散りばめ、立体的に表現したお洒落なクリスタルアートのパネル
お部屋だけでなく、美容室やエステサロン、カフェやオフィスに飾ってみてはいかがでしょうか

※画像の商品は一例です。
商品の種類は店舗によって異なります。
※画像の商品は一例です。
商品の種類は店舗によって異なります。

MAX

90

公式
アカウント

チャンネル
配信スタート！！

クリスタルアートクリスタルアート
¥5,000～（税込¥5,500～）

AM10:00 Start!!2.19［土］～2.27［日］

自社倉庫の大量ストック商品
だから納品までお待たせしません。
掲載商品以外も、新商品約150点ぞくぞく入荷。 
すべて一点もの（展示限り）です。

最短納期でお届け

本日より販売開始！！

※選ばれる商品・地域によって
　納期は異なります。

掲載商品は店舗のみの数量限定特別価格です。オンラインストアの価格とは異なる場合がございます。
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

オンラインストアはこちら！
オンラインでリアル店舗に行ける

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

お店で見て悩んだ商品も
おうちから
注文できちゃう！

当店で

お客様ならびに、従
業員の健康と安全に
考慮し、新型コロナウ
イルスの感染拡大を
防ぐ対策を実施して
おります。

¥6,980（税込¥7,678）¥6,980（税込¥7,678） 76
ソファベッドソファベッド
税込¥33,000○M 税込¥33,000○M

169×80~98×76（35）169×80~98×76（35）

在庫処分品

1台で2役こなす便利なソファ。

PVC

ソファベッドソファベッド

限定

3

在庫処分品

コンパクトでリボンのカタチがかわいい。
1人暮らしの女性におすすめです。

FAB

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780） 74
2人掛ソファ2人掛ソファ
税込¥42,680○M 税込¥42,680○M

126×65×79（43）126×65×79（43）

在庫処分品

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）66

ひじ掛けの曲線がやさしい雰囲気で
お部屋に収まりやすいコンパクトな大きさです。

FAB

カウチソファカウチソファ
税込¥99,000○M 税込¥99,000○M

180×131/77×85（46）180×131/77×85（46）

廃番品(廃番生地使用)

在庫
限り

レザー調ファブリックで
見た目はかっこよく肌触りは快適に。
のびのびと足を伸ばせる大きさです。

テックレザー
ポケットコイル

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）56
カウチソファカウチソファ
税込¥200,200○M 税込¥200,200○M

252×171×92（42）252×171×92（42）

在庫処分品 在庫処分品

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780） 68
税込¥279,400○M 税込¥279,400○M

208×98×89（45）208×98×89（45）

柔らかな弾力性とフィット感で快適な座り心地です。

高密度ウレタン
シリコンフィル/フェザー
イタリア製本革

3人掛ソファ3人掛ソファ

展示品
限り

すのこでオールシーズン快適な使い心地。

パイン材
低反発マットレス付
高さ3段階調整

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
セミダブルベッド(マットレス付)セミダブルベッド(マットレス付)
120×200×18.5/28.5/42120×200×18.5/28.5/42

限定

3

キズもの

ズバリ

表面の素材感、木目、自然な風合いを感じられる
ナチュラルなデザインです。

ニレ突板
オイル塗装
ポケットコイルマットレス付

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）63
ダブルベッドダブルベッド
税込¥119,900○M 税込¥119,900○M

140×201×90140×201×90

廃番品

在庫
限り

¥49,800（税込¥54,780）¥49,800（税込¥54,780）76
税込¥232,100○M 税込¥232,100○M

103×213×80103×213×80

背と足が別々にリクライニングできるので
お好みの体勢でゆっくりくつろげます。

LIMOSS社
オーク突板/2モーター

電動リクライニングベッド電動リクライニングベッド
在庫処分品

木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。

オーク材

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）84
ダイニング4点セットダイニング4点セット
税込¥422,400○M 税込¥422,400○M

150×90×70150×90×70

廃番品

在庫
限り

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）68

キャビネットキャビネット
税込¥27,500○M 税込¥27,500○M

80×39.4×7280×39.4×72

大量仕入れ品

伸長式テレビボードとキャビネットで
お部屋をコーディネート。

¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）73

伸長式テレビローボード伸長式テレビローボード
税込¥24,750○M 税込¥24,750○M

105.6×38.5×40105.6×38.5×40

大量仕入れ品

限定

5
腰への負担を軽減するランバーサポート。
長時間の作業でも快適に。

メッシュ/ランバーサポート
ロッキング機能

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778） 74
オフィスチェアオフィスチェア
税込¥33,880○M 税込¥33,880○M

58×68.5×10158×68.5×101

廃番品

限定

3
腰への負担を軽減するランバーサポート。
長時間の作業でも快適に。

メッシュ/ランバーサポート
ロッキング機能

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778） 74
オフィスチェアオフィスチェア
税込¥33,880○M 税込¥33,880○M

58×68.5×10158×68.5×101

廃番品

食器や調理器具を
しっかり収納出来ます。
MOISS
ハイグロス

55

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¥99,000○M 税込¥99,000○M

100×48×205100×48×205

在庫処分品

在庫
限り

¥39,800
（税込¥43,780）

¥39,800
（税込¥43,780）

¥55,220¥55,220
引き！

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。

羽毛
本革

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）
3人掛ソファ3人掛ソファ
196×87×81（39）196×87×81（39）

在庫処分品

ズバリ

在庫
限り

2人暮らしにおすすめ。
1人でも2人でも足を伸ばせてくつろげます。

FAB
ポケットコイル
シリコンフィル

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）75
カウチソファカウチソファ
税込¥176,000○M 税込¥176,000○M

229×85/150×73（44）229×85/150×73（44）

在庫処分品

在庫
限り

家族みんなで座れる大きめソファ。
L字型で大人数でもソファでのんびりできるのが
魅力です。

レザーFAB

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）62
カウチソファカウチソファ
税込¥176,000○M 税込¥176,000○M

210×288/84×88（43）210×288/84×88（43）

直輸入品

在庫
限り

定番のかたちで上品さと安定感がある
本革張りのソファです。

ポケットコイル
本革

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）53
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥140,800○M 税込¥140,800○M

197×90×96（41）197×90×96（41）

限定

3

在庫処分品

限られたスペースしかない1人暮らし、
2人暮らしの方におすすめです。

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780） 83
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

限定

3

在庫処分品

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。

オーク突板

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）66
ダイニング4点セットダイニング4点セット
税込¥64,680○M 税込¥64,680○M

120×75×70120×75×70

限定

3

大量仕入れ品

回転

座るのも立つのも楽々な回転チェア。

ラバーウッド材

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）65
ダイニング4点セットダイニング4点セット
税込¥94,930○M 税込¥94,930○M

140×78×70140×78×70

限定

5

在庫処分品

背もたれが低く圧迫感もないデザイン。
お部屋の雰囲気をガラリと変えたい方に
おすすめです。

ビーチ無垢材
BOSCO

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）
ダイニング6点セットダイニング6点セット
125×75×68125×75×68

廃番品

ズバリ

在庫
限り

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）62
ダブルベッドダブルベッド
税込¥174,900○M 税込¥174,900○M

142.5×210.5×74.5142.5×210.5×74.5

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サイドラック付です。

ウォールナット材/スチール
コンセント/サイドラック
ポケットコイルマットレス付

在庫
限り

廃番品

圧迫感の無い3段ベッドは
上段でも安心して眠ることが出来ます。

パイン材
コンセント

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）
3段ベッド3段ベッド
215.5×180×107215.5×180×107

在庫処分品

ズバリ

在庫
限り

2人で寝ても寝返りが打ちやすいワイドタイプ。
お子様と寝られる方にもおすすめです。

LEDライト/コンセント
ポケットコイルマットレス付

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）59
ワイドダブルベッドワイドダブルベッド
税込¥218,240○M 税込¥218,240○M

152×210×90152×210×90

大量仕入れ品

在庫
限り

重厚感あるブラックのフレームが
ホテルライクな雰囲気です。

一流メーカー
合皮
国産ボンネルコイルマットレス付

¥88,000（税込¥96,800）¥88,000（税込¥96,800）
クイーンベッドクイーンベッド
168×220×77168×220×77

廃番品

ズバリ

在庫
限り

清潔なホワイト色が空間を明るくします。
エナメル塗装

58

ダイニング9点セットダイニング9点セット
税込¥211,200○M 税込¥211,200○M

210×90×70210×90×70

大量仕入れ品

在庫
限り

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）¥123,420¥123,420引き！

書類やプリントなどを細かく収納できる棚があり
デスク周りもスッキリ。

ラバーウッド材

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）
学習デスク学習デスク
95×60×151（76）95×60×151（76）

限定

3

在庫処分品

ズバリ

2色対応

小物を飾ったり、リモコンや郵便物などを差したり、
テーブルや棚などの小物整理に使えます。

¥300（税込¥330）¥300（税込¥330） 90
ミラー付卓上ラックミラー付卓上ラック
税込¥3,410○M 税込¥3,410○M

40×12.2×2540×12.2×25

キズもの

限定
各10

子供部屋でも使いやすい
引き出し付きのベッドです。

コンセント/ライト
ボンネルコイルマットレス付

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）69
シングルベッドシングルベッド
税込¥106,150○M 税込¥106,150○M

99×207.3×8299×207.3×82
※ダブルサイズもございます。※ダブルサイズもございます。

限定

5

大量仕入れ品

シンプルだからこそ素材の良さや
デザインが引き出されます。

バーチ無垢材
カバーリング
ウォッシャブル対応
左右肘取り付け変更可

¥120,000（税込¥132,000）¥120,000（税込¥132,000）
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
テーブル:120×75×65　ソファ：149×120/59×71（40）テーブル:120×75×65　ソファ：149×120/59×71（40）

在庫処分品

ズバリ

在庫
限り

1台でベッド・デスク・チェストがついている優れもの。   

スチール

システムベッドシステムベッド
210×108×127210×108×127

※ローベッドに組み換え可能。※ローベッドに組み換え可能。

限定

5

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

在庫処分品

汚れてもサッとふける。
小さなお子様がいるご家庭にどうぞ。

2色対応
PVC

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）75
3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥89,980○M 税込¥89,980○M

197×90×96（43）197×90×96（43）

限定
各3

在庫処分品

背面を低く設定し、カウンター下へ収納しやすく、
圧迫感のない空間を演出。    

3色対応
メッシュ

バーチェアバーチェア
33×41×71.5～92（62～82）33×41×71.5～92（62～82）

¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378） 60
税込¥11,000○M 税込¥11,000○M

廃番品

サッと手が届くオープンタイプ。
便利な小棚も付いています。

2色対応
ソフトクロージング
フルスライドレール
アルミボード仕様

¥98,000（税込¥107,800）¥98,000（税込¥107,800）52
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¥227,700○M 税込¥227,700○M

160.5×48×198.5160.5×48×198.5

在庫処分品

在庫
限り

間仕切りとしても使えるディスプレイラック。
スライド式でお好みの幅に調整可能です。

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）60
スライドシェルフスライドシェルフ
税込¥83,710○M 税込¥83,710○M

94.6~175×29×140.394.6~175×29×140.3

在庫処分品

脚も背ものばしてくつろぐ
ファーストクラスの座り心地をご自宅でも。
2色対応
レザーFAB

限定
各3

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）
電動リクライニングソファ電動リクライニングソファ
184×83～163×77～100（47）184×83～163×77～100（47）

直輸入品

66
税込¥195,800○M 税込¥195,800○M

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）¥60,830¥60,830引き！

余分なものがないシンプルなデザインです。
コンセント/ライト
ボンネルコイルマットレス付

73

シングルベッドシングルベッド
税込¥82,610○M 税込¥82,610○M

98×203×7898×203×78

限定

5
在庫処分品

在庫処分品

ラバー無垢材
側面なぐり使用

なぐり加工で無垢感をより一層引き立てます。

¥69,800（税込¥76,780）¥69,800（税込¥76,780）53
ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥166,100○M 税込¥166,100○M

180×90×70180×90×70

在庫
限り

お部屋のアクセントに。

約261×352約261×352

※画像はイメージです。　色柄は店舗によって異なります。ズバリ

色柄いろいろ6畳カーペット色柄いろいろ6畳カーペット

大量仕入れ品

国産一流メーカー

さらにおトクな価格
で

大放出！！
さらにおトクな価格

で

大放出！！
¥8,000（税込¥8,800）¥8,000（税込¥8,800）

在庫
限り

スチールの黒のコントラストがおしゃれで、
どんなテイストのお部屋にも合わせやすいです。

2色対応
スチール

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
デスクデスク
100×55×87100×55×87

限定
各3

大量仕入れ品

ズバリ

¥130,020¥130,020引き！

キズもの

出かけるときの時間短縮にも。
大切なもの必要なものの
置き場に。
パイン材

ハンガーラックハンガーラック
80×52×15480×52×154

在庫
限り

¥1,980
（税込¥2,178）

¥1,980
（税込¥2,178）
ズ
バ
リ

折り畳みもでき、中には収納ができるスツールです。
お子様のお部屋にどうぞ。

ポリプロピレン

¥500（税込¥550）¥500（税込¥550） 68
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¥1,738○M 税込¥1,738○M

34×24×4034×24×40

限定

20

在庫処分品

玄関やリビングダイニングなど
あらゆるシーンで使用できます。

天然木
FAB

スタッキングスツールスタッキングスツール
40.5×40.5×46.540.5×40.5×46.5

廃番品

¥980（税込¥1,078）¥980（税込¥1,078）ズバリ

在庫
限り

在庫
限り

展示品
限り

展示品
限り

つぶれにくい極小のマイクロビーズ使用。
いろんな姿勢にぴったりフィット。

ポリエステル
ポリウレタン
マイクロビーズ

¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578） 74
ビーズクッションビーズクッション
税込¥25,850○M 税込¥25,850○M

75×110×5075×110×50

在庫
限り

在庫処分品

アルミ 
ポリエステル 

卓球が出来るアウトドアテーブル。
バーを起こしてネットを付ければ卓球台に早変わり。    

¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278） 75
ピンポンテーブルピンポンテーブル
税込¥13,310○M 税込¥13,310○M

120×64.5×60/70120×64.5×60/70

限定

5

キズもの

在庫
限り

在庫
限り

展示品
限り


