
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

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！

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

LIVEな品揃え。

AM10:00 Start!!
3.26［土］～4.3［日］

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。

掲載商品以外も、新着品約150点ぞくぞく展示。 
すべて一点もの（展示限り）です。 本日より販売開始！！

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！

掘り出し
物がいっぱい！掘り出し
物がいっぱい！

90%
OFF

MAX

最短納期でお届け ※選ばれる商品・地域によって
　納期は異なります。

アクセサリートレーアクセサリートレー

¥1,980
（税込¥2,178）

各¥1,980（税込¥2,178）
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

公式
アカウント

チャンネル
配信スタート！！

27×16×2.6
※小物はイメージです。

税込¥12,320○M

9.2×9.2×7

9.2×9.2×20

9.2×9.2×11
❶ブラシスタンド

税込¥12,320○M

❷ジュエリーケース

税込¥12,320○M

❸ソープボトル

税込¥17,835○M❶❶ ❷❷ ❸❸

☎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

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

小物・アクセサリーをおしゃれにディスプレイ

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。

クリスタルアートクリスタルアート
¥5,000～（税込¥5,500～）

オンラインストアはこちら！
お店で見て悩んだ商品も
おうちから
注文できちゃう！ 調査期間：2022年2月8日～2022年2月25日

対象：女性10代～60代 | 男性20代～60代（n=150）
調査期間：2022年2月8日～2022年2月25日

対象：女性10代～60代 | 男性20代～60代（n=130）

家具好きの方から選ばれて

東海エリアの
オンライン家具店（n=家具好きな方）を対象に

インターネットでのアンケート調査
JAPAN TRUST RESEARCH調べ

2冠達成

組立不要。立ち座りも楽ちん。
腰当に使えるクッションも付いてリラックス。

FAB
7段階リクライニング
座面高5段階調整可

¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）
リクライニング高座椅子リクライニング高座椅子
57×63~98×9257×63~98×92

限定

3

キズもの（ヨゴレ）

ズバリ

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。

リクライニング180°
肘上下3段階調整/肘角度調整
ランバーサポート
PVC/ヘッドレスト付

¥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）
税込¥46,200○M 税込¥46,200○M

65×85～130×119（46~55）65×85～130×119（46~55）

限定

3

在庫処分品

76%
OFF

かわいくておしゃれな
パッチワーク柄ソファベッド。

FAB

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

ソファベッドソファベッド
税込¥60,500○M 税込¥60,500○M

180×78×76（36）180×78×76（36）

限定

3

在庫処分品

64%
OFF

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）

カウチソファカウチソファ
税込¥123,200○M 税込¥123,200○M

205×83/140×93（41）205×83/140×93（41）

在庫処分品

64%
OFF

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。

FAB

食事だけでなく、
作業台としても使いやすい大きさです。
1人暮らしの方におすすめです。

¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）
ダイニング3点セットダイニング3点セット
75×75×7075×75×70

限定

3

大量仕入れ品

ズバリ

癒されるグリーンカラーで
毎日の食事をより良い空間で。

ビーチ突板

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）

ダイニング５点セットダイニング５点セット
税込¥123,200○M 税込¥123,200○M

150×90×72.3150×90×72.3

限定

3

在庫処分品

64%
OFF

回転チェアで立ち座りがラクラク。
ご高齢の方でも使いやすいです。

ラバーウッド無垢

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）

ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥100,650○M 税込¥100,650○M

135×80×70135×80×70

限定

3

在庫処分品

67%
OFF

回転

生活感を隠し整った非日常空間を
演出したい方におすすめです。

オーク材

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）

ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥210,100○M 税込¥210,100○M

135×80×70135×80×70

在庫処分品

68%
OFF

在庫
限り

高級感あるデザインが人気の大理石テーブル。
ホテル気分を味わえます。

人工大理石

ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥387,200○M 税込¥387,200○M

150×90×73150×90×73

在庫処分品

63%
OFF

在庫
限り

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

小さめの幅でお部屋もスッキリ。

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）

テレビローボードテレビローボード
税込¥27,500○M 税込¥27,500○M

88×39×4588×39×45

3

大量仕入れ品

68%
OFF

コンパクトサイズでお部屋にピッタリ。
奥行も浅めなので、お部屋の邪魔をしません。

2色対応
FAB

カウチソファカウチソファ
税込¥62,920○M 税込¥62,920○M

174×131/76×78（39）174×131/76×78（39）

限定
各5

在庫処分品

87%
OFF

日本ならではの和室で寝るような
感覚が楽しめるベッドです。

コンセント
手すり2本付

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）

シングルタタミベッド（手すり付）シングルタタミベッド（手すり付）
税込¥74,800○M 税込¥74,800○M

99×205×76（40）99×205×76（40）

在庫処分品

56%
OFF

在庫
限り

¥6,980（税込¥7,678）¥6,980（税込¥7,678）¥55,242¥55,242引き！

置くだけでかっこいい。
クールなお部屋の出来上がり。

強化ガラス

¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378）
センターテーブルセンターテーブル
110×60×45110×60×45

限定

5

大量仕入れ品

ズバリ

リモートワークにも使いやすい
タブレット収納や便利なUSBポート付。

ウォールナット突板
USBポート

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）

デスクデスク
税込¥48,400○M 税込¥48,400○M

100×43.3×80100×43.3×80

限定

3

在庫処分品

77%
OFF

1度寝たらクセになる、硬すぎず、柔らかすぎない、
ちょうどいい硬さを実現したマットレス。
ライト/コンセント
高反発ウレタンマットレス付

クイーンベッド（マットレス付）クイーンベッド（マットレス付）
160×207×85160×207×85

在庫処分品

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）ズバリ
ゆったりとカフェ気分を楽しめ、
どんな季節でも快適に使用できます。

強化ガラス/スチール

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）

ガーデンリビング4点セットガーデンリビング4点セット

税込¥35,750○M 税込¥35,750○M

テーブル：85×45×40
2人掛：105×58.5×83　1人掛：57×58.5×83
テーブル：85×45×40
2人掛：105×58.5×83　1人掛：57×58.5×83

大量仕入れ品

69%
OFF

税込¥33,000○M 税込¥33,000○M 50%
OFF

外で飲むビールは格別においしい。
そんな気分をご自宅でも。

天然木

ガーデンテーブル＆チェア3点セットガーデンテーブル＆チェア3点セット
テーブル：60×44.8×55.5　チェア：59×45×84.5（41）テーブル：60×44.8×55.5　チェア：59×45×84.5（41）

大量仕入れ品

¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）

庭先でのカフェタイムにピッタリなアイテムです。
チェアーは折り畳み式ですので、
持ち運びやすく収納にも便利です。

金属/タイル

ガーデン3点セットガーデン3点セット
税込¥38,500○M 税込¥38,500○M

60×60×7060×60×70

在庫処分品

57%
OFF

¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）

お気に入りチェアと合わせて
オリジナルのリラックス空間に。

アルミ

¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）

ガーデンテーブルガーデンテーブル
税込¥33,000○M 税込¥33,000○M

70×70×7370×70×73

廃番品

80%
OFF

野外でも使え、経年劣化により
黄褐色から褐色に、銀白色に変わり、
その趣も幾度か楽しむことができます。

バラウウッド
オイルフィニッシュ

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
ガーデンチェア（アーム付）ガーデンチェア（アーム付）
63.5×58×85（42.5）63.5×58×85（42.5）

大量仕入れ品

ズバリ

限定
各10

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。

2色対応

¥300（税込¥330）¥300（税込¥330）

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

90%
OFF

在庫処分品

限定

3
ラウンド型のデザインで
胡坐をかいたりゆったり寛げます。    

レザーFAB

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）

3人掛ソファ3人掛ソファ
税込¥154,000○M 税込¥154,000○M

214×90/106×61（41）214×90/106×61（41）

57%
OFF

大理石柄で高級感を演出。
ツートンカラーがよりかっこよさを引き立てます。

ハイグロスシート
フルオープンレール

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）

テレビローボードテレビローボード
税込¥83,380○M 税込¥83,380○M

160×40×26160×40×26 ※180cmもございます。※180cmもございます。

在庫処分品

47%
OFF

在庫
限り

主婦の強い味方。
人気のセラミック素材で見た目だけでなく、
熱・キズに強くお手入れラクラク。

セラミック
強化ガラス
アイアン

¥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¥165,880○M 税込¥165,880○M

165×85×73165×85×73
※画像と色が少々異なります。※画像と色が少々異なります。

在庫処分品

47%
OFF

在庫
限り

場所を取らないミラー。
ミラーをくるっと回せば洋服やバッグ、
小物がかけれます。

ラバーウッド

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）

回転ミラー回転ミラー
税込¥28,380○M 税込¥28,380○M

45×45×17045×45×170

3

在庫処分品

69%
OFF

¥11,800（税込¥12,980）¥11,800（税込¥12,980）税込¥33,550○M 税込¥33,550○M

パラソル：300×348×240
ベース：60×80×15
パラソル：300×348×240
ベース：60×80×15 61%

OFF

日よけ、雨よけに便利。
バーベキューから庭遊びまで活躍できます。

アルミ
ベース容量：60L

在庫処分品

限定

3
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。

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

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

66%
OFF

重厚感ときめ細かい木目が大人気。
全長がコンパクトなので圧迫感がありません。

ウォールナット突板
コンセント
ポケットコイルマットレス付

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）

ダブルベッド（マットレス付）ダブルベッド（マットレス付）
税込¥161,150○M 税込¥161,150○M

141×198×86.5141×198×86.5

直輸入品

59%
OFF

在庫
限り 3色対応

本革

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）

3人掛ソファ+スツール3人掛ソファ+スツール

税込¥200,640○M 税込¥200,640○M

ソファ：185×91×92（43）
スツール：56×46×43
ソファ：185×91×92（43）
スツール：56×46×43

直輸入品

長く使いたいと思う方には本革がおすすめです。

56%
OFF

在庫
限り

絶対に失敗しない。
オーソドックスなかたちだから飽きのこない
コーディネートができます。

本革

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

カウチソファカウチソファ
税込¥451,000○M 税込¥451,000○M

234×165/95×93（42）234×165/95×93（42）

在庫
限り

在庫処分品

76%
OFF

はじめてのひとり暮らしに。
レンジもトースターも置けます。

¥8,800（税込¥9,680）¥8,800（税込¥9,680）
レンジボードレンジボード
60×40×18060×40×180

在庫処分品

ズバリ

シンプルモダンで寝室を大人な雰囲気に。

ライト/コンセント
ボンネルコイルマットレス付

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）
シングルベッド（マットレス付）シングルベッド（マットレス付）
99×209×8299×209×82

在庫処分品

ズバリ

限定

3
座面が少し柔らかめ。座面は程よく沈みます。
背中のボリューミーなクッションで
体をやさしく包み込んでくれます。

ポケットコイル
ドライクリーニング
カバーリング

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）

３人掛ソファ３人掛ソファ
税込¥141,900○M 税込¥141,900○M

190×93×85（41）190×93×85（41）

廃番品

76%
OFF

限定

3
キッチンまわりをすっきりと
生活感を見せないダイニングボード。

¥34,800（税込¥38,280）¥34,800（税込¥38,280）

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¥82,500○M 税込¥82,500○M

119.4×44.5×180119.4×44.5×180

在庫処分品

53%
OFF

収納が少ない悩みがこれで解決。
1人暮らし、お子様のお部屋におすすめです。

コンセント
ボンネルコイルマットレス付

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）

チェストベッド（マットレス付）チェストベッド（マットレス付）
税込¥124,630○M 税込¥124,630○M

100×208×88100×208×88

在庫処分品

64%
OFF

パラソル(ベース付）パラソル(ベース付）
キズもの（梱包不良）

ガーデンライフを楽もうガーデンライフを楽もう
テラス、ウッドデッキでリラックス

フェイクグリーンも
多数展示新着入荷！！

アウトドアにオススメアウトドアにオススメ

2色対応
防ダニ抗菌

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）

アクセントラグアクセントラグ
税込¥16,500○M 税込¥16,500○M

130×190130×190

46%
OFF

防ダニ抗菌

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）

アクセントラグアクセントラグ
税込¥25,300○M 税込¥25,300○M

130×190130×190

57%
OFF

大量入荷！！大量入荷！！
春コーデにオススメ春コーデにオススメ

¥6,800~（税込¥7,480~）¥6,800~（税込¥7,480~）ズバリ

ラグ・カーペット色柄いろいろラグ・カーペット色柄いろいろ
※店舗によって色・柄は異なります。※店舗によって色・柄は異なります。

サンゲツ・スミノエなどの国産有名メーカー廃番品サンゲツ・スミノエなどの国産有名メーカー廃番品

¥89,800（税込¥98,780）¥89,800（税込¥98,780）

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¥257,400○M 税込¥257,400○M

156×49×205 156×49×205 

61%
OFF

在庫処分品

毎日使うものだからこそ
満足できるこだわり設計で。

ハイグロス
MOISS
フルスライドレール

在庫
限り

使いたいときだけサッと出せる。
キッチンでの休憩などにも。

スチール

¥980（税込¥1,078）¥980（税込¥1,078）

折りたたみチェア折りたたみチェア
税込¥4,538○M 税込¥4,538○M

44×45×7844×45×78

限定

10

76%
OFF

¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）

ピンポンテーブルピンポンテーブル
税込¥12,100○M 税込¥12,100○M

120×64.5×60/70120×64.5×60/70

72%
OFF

限定

5

キズもの

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。

アルミ
ポリエステル 

展示品
限り

¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）

座椅子座椅子
税込¥7,150○M 税込¥7,150○M

40×56～98.5×53（7）40×56～98.5×53（7）

69%
OFF

限定
各3

キズもの

コンパクトで場所も取らず持ち運びも便利。
角度調整も可能です。

2色対応
14段階ギア

学習デスク学習デスク
95×60×151（76）95×60×151（76）

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

在庫処分品

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
展示品
限り

在庫
限り

在庫
限り

在庫
限り

在庫
限り

キズもの（梱包不良）

在庫
限り

在庫
限り


