
●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。

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。

掲載以外にも
初売り特価商品を多数ご用意！

詳しくは店頭にて
ご確認下さい。

掲載以外にも
初売り特価商品を多数ご用意！

詳しくは店頭にて
ご確認下さい。

お客様ならびに
従業員の健康と安全に
考慮し、新型コロナの
感染拡大を防ぐ対策を
実施しております。

密を避けてご覧いただけるよう
人数制限をさせていただく
可能性がございます。

MAX

90OFF
%

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。

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！

詳しくは
コチラをチェック特別企画

期間：1/2（月・振）～1/9（月・祝）
当選発表は1/14（土）店頭にて掲示いたします。

新年の運試し

新春お年玉抽選会新春お年玉抽選会
期間中に配送もしくは店頭引取で
お買い上げのお客様に抽選で豪華賞品が当たる！
期間中に配送もしくは店頭引取で
お買い上げのお客様に抽選で豪華賞品が当たる！

日
月

9日（月・祝）まで

明日午前10時よ
り

1/2

全店舗で使えます 各種クレジット、キャッシュレス決済
／ ／ 

●電話注文不可  ●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instagram 公式Twitter

チャンネル
配信スタート！！

公式
アカウント

分割
払い

毎月4,000円から 最長60回まで！！
クレジットカードよりも
分割手数料がお得ショッピングローン
※当社指定の通信会社で、所定の審査がございます。詳しくはスタッフまで。

何点ご購入いただいても
※配送料の1回の金額は同一日時・同一場所に限ります。
※配送料はエリアによって異なります。
※開梱・組み立て・設置の一部対象外がございます。（お客様組立品など）

1回の配送料さらに

￥1,100（税込）～
梱包から 組立・設置・梱包資材の処分 まで、全ておこないます

※お買い上げの同等商品、
　同点数とさせていただ
　いております。

古い家具の
引取処分も
￥1,100（税込）～

セール第二弾も開催 商品はブログにて1月5日（木）より先行公開いたします！商品はブログにて1月5日（木）より先行公開いたします！

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

営業時間  AM10：00~PM7：00
名古屋市港区中川本町4丁目1番1

営業時間  AM10：00~PM7：00
岐阜県羽島郡岐南町八剣7-147

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☎058-213-7788☎052-387-7411☎052-902-7151
定休日設定のお知らせ 令和５年１月11日（水）より全店舗におきまして毎週水曜日を定休日とさせていただくこととなりました。なお、祝日は営業いたします。

お客様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解いただきます様、お願い申し上げます。

廃番品

座るだけでなく、横にねたり、
足を伸ばしたり自由に使えます。

2人掛ソファ＋スツール2人掛ソファ＋スツール

税込¥70,400○M 税込¥70,400○M

本体：120×77×28（30）　スツール：50×77×30本体：120×77×28（30）　スツール：50×77×30
※入荷状況により色が異なる場合がございます。※入荷状況により色が異なる場合がございます。

限定
各3

84%
OFF

2色対応
FAB

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
¥59,620¥59,620引き！

スタイリッシュなデスク。
大人でも使えるデザインです。

デスク3点セットデスク3点セット

税込¥38,500○M 税込¥38,500○M

デスク：１20×59×72.5　チェスト：38.5×40×55
ラック：59×28.5×55
デスク：１20×59×72.5　チェスト：38.5×40×55
ラック：59×28.5×55

¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）

限定

3

82%
OFF

キズもの
（梱包不良）

在庫処分品

コンパクトなのに収納力抜群。
家族みんなの食器が収納できます。

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

89.5×44×20089.5×44×200

78%
OFF

国産
MOISS

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

限定

5

桐材

在庫処分品

カラフルなかわいいチェスト。
取っ手までこだわったデザイン。

ローチェストローチェスト
税込¥41,800○M 税込¥41,800○M

89.5×39×7689.5×39×76

※引き出し前板部分の色の組み合わせが
　画像と異なる場合がございます。
※引き出し前板部分の色の組み合わせが
　画像と異なる場合がございます。

74%
OFF

限定

3

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
¥31,020¥31,020引き！

見せる収納としても楽しめるオープンラックです。

ワイヤーラック4段ワイヤーラック4段
税込¥7,700○M 税込¥7,700○M

42×31×103.942×31×103.9

¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）

限定

10

71%
OFF

スチール

キズもの
（梱包不良）

大量仕入れ品
（他社キ

ャンセル品）

大きすぎない、
コンパクトでくつろぎやすい大きさです。 限定

各32色対応
FAB

カウチソファカウチソファ

税込¥69,300○M 税込¥69,300○M

本体：184×75×75（39）
スツール：52×52×39
本体：184×75×75（39）
スツール：52×52×39

76%
OFF

展示品
限り

在庫処分品

ボリュームがあり背中を優しく支えてくれます。

ダイニング7点セットダイニング7点セット
税込¥343,750○M 税込¥343,750○M

180×95×69180×95×69

68%
OFF

タモ材

¥98,000（税込¥107,800）¥98,000（税込¥107,800）¥98,000（税込¥107,800）¥98,000（税込¥107,800）
¥235,950¥235,950引き！

展示品
限り

在庫処分品

オーブンボードの横オープンタイプの棚、
ダストボックスを置けるので収納力が抜群です。

ダイニングボード2点セットダイニングボード2点セット
税込¥303,490○M 税込¥303,490○M

60＋120×48×20060＋120×48×200

64%
OFF

一流メーカー
MOISS
スライドカウンター付

¥98,000（税込¥107,800）¥98,000（税込¥107,800） ズバリ ¥128,000（税込¥140,800）¥128,000（税込¥140,800）

在庫処分品

シングルベッドを2台セットに。
並べて置くだけでなく、別々のお部屋で使用したりと
用途に合わせてお使いいただけます。

高密度スプリングマットレス付
ツインベッド
高密度スプリングマットレス付
ツインベッド
（98×２）×197×83（98×２）×197×83

一流メーカー
国産

在庫
限り

ちいさなスツール。
お子様が座ったり、ちょっとした休憩に。

ミニスツールミニスツール
税込¥3,465○M 税込¥3,465○M

26.5×26.5×2726.5×26.5×27

¥300（税込¥330）¥300（税込¥330）

限定

20

90%
OFF

FAB
耐荷重80kg

キズもの
（梱包不良）

税込¥283,800○M 税込¥283,800○M 69%
OFF¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）

在庫処分品

広々とした大きさで、
2人で快適な睡眠時間が過ごせます。

ポケットコイルマットレス付
クイーンベッド
ポケットコイルマットレス付
クイーンベッド
162×209.5×85162×209.5×85

ライト
コンセント付

在庫
限り

在庫
限り

在庫処分品

お部屋を広く使いたいけれど、
ときにはテーブルを大きく使いたい。
そんな方にぴったりです。

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¥198,000○M 税込¥198,000○M

160～200×90×72160～200×90×72

77%
OFF

オートマチック伸長

¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）

メッシュ

在庫処分品

コンパクトで場所も取らず、
お子様の学習や女性が使いやすい大きさです。

オフィスチェアオフィスチェア
税込¥21,498○M 税込¥21,498○M

58×53×84.5（36.5～47）58×53×84.5（36.5～47）

84%
OFF¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）

限定

5

¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）
¥53,020¥53,020引き！

在庫処分品

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。

シングル脚付マットレスシングル脚付マットレス
税込¥44,000○M 税込¥44,000○M

97×195×3497×195×34

80%
OFF

限定

5

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）
¥35,222¥35,222引き！

限定

5

在庫処分品
ボンネルコイルマットレス付
チェストベッド
ボンネルコイルマットレス付
チェストベッド
税込¥130,900○M 税込¥130,900○M

99.5×198.5×7899.5×198.5×78

74%
OFF¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）

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。

コンセント付

どなたでも使いやすい、
お部屋にも合わせやすいシンプルデザイン。

限定

5他社キャンセル品
硬質マットレス付
シングルベッド
硬質マットレス付
シングルベッド
105×203.5×74105×203.5×74

揃えて並べたくなるかわいさ。
エントランスなどのインテリアオブジェとして
是非どうぞ。

スチールオブジェ カエル　
（みざる・いわざる・きかざる）
スチールオブジェ カエル　
（みざる・いわざる・きかざる）

税込各¥3,025○M 税込各¥3,025○M
みざる：10×10×23　いわざる：10×10×23　きかざる：10×10×23みざる：10×10×23　いわざる：10×10×23　きかざる：10×10×23

各¥580（税込各¥638）各¥580（税込各¥638）

限定
各5

78%
OFF

スチール

キズもの
（梱包不良）

お気に入りを飾って楽しもう。　

コーナーコレクションボードコーナーコレクションボード
税込¥22,000○M 税込¥22,000○M

66.5×35×14566.5×35×145

¥3,980（税込¥4,378）¥3,980（税込¥4,378）

限定

5

80%
OFF

キズもの
（梱包不良）

強化ガラス

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

直輸入品

個性を前面に。思わず目を奪われるデザインで
クラシックテイストやヴィンテージテイストなどの
お部屋におすすめです。

２人掛ソファ２人掛ソファ
181×92.5×78（47）181×92.5×78（47）

FAB

在庫
限り

在庫処分品

迫力と存在感のある大型ソファ。
贅沢にくつろげれます。

カウチソファカウチソファ
税込¥222,200○M 税込¥222,200○M

260×180/90×75~87（44）260×180/90×75~87（44）

¥49,800（税込¥54,780）¥49,800（税込¥54,780）

限定
各3

75%
OFF

2色対応
レザーFAB

カウチソファカウチソファ
税込¥242,000○M 税込¥242,000○M

215×90/142×93（40）215×90/142×93（40）

¥79,800（税込¥87,780）¥79,800（税込¥87,780）63%
OFF

直輸入品

厚革を使用。座ると体温に合わせて温かくなり
快適な座り心地を生み出します。

本革

限定

3

在庫処分品

脚元には木材を使用しカジュアルさも
取り入れることで、様々なインテリアに調和します。

カウチソファカウチソファ
税込¥265,375○M 税込¥265,375○M

284×102/172×74～92（42）284×102/172×74～92（42）

59%
OFF

2色対応
高密度ウレタン/FAB
アッシュ材/ヘッドギア

展示品
限り

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

すっきりとしたデザインが飽きさせず
心地よく毎日楽しめます。 限定

3

大量仕入れ品

ダイニング７点セットダイニング７点セット
税込¥158,400○M 税込¥158,400○M

180×90×70180×90×70

79%
OFF¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）

回転
廃番品

家族でゆっくり団欒タイム。

ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥327,800○M 税込¥327,800○M

150×90×70150×90×70

79%
OFF

ラバーウッド無垢

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）

展示品
限り

直輸入品

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。

2段ベッド2段ベッド
102.5×206.5×160102.5×206.5×160

限定

3下段高さ調整可
耐荷重500kg

ズバリ ¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

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

在庫処分品

在庫
限り

Ag+のマネジメントテクノロジーを取り入れた
生地を使用。銀イオンの働きで快適に。

圧縮ポケットコイルマットレス付
ダブルベッド
圧縮ポケットコイルマットレス付
ダブルベッド
141×211×81141×211×81

銀イオン
エナメル
コンセント付

限定

3

在庫処分品

サイドにはマガジンラックがあり
雑誌などを収納できます。

テレビローボードテレビローボード
税込¥110,000○M 税込¥110,000○M

150×45×36150×45×36

80%
OFF

ウォールナット突板
両サイドマガジンラック付
フルレール

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

ズバリ

ハンガーラックハンガーラック
96×50×16096×50×160

洋服をかけるだけでなく、
カバンなども収納できる棚が付いていて収納力抜群。

¥980（税込¥1,078）¥980（税込¥1,078）

限定

20スチール

大量仕入れ品

必要な時にサッと取り出せる。
便利な折り畳みデスク。

フォールディングデスクフォールディングデスク
税込¥14,300○M 税込¥14,300○M

90×44×7490×44×74

¥2,980（税込¥3,278）¥2,980（税込¥3,278）

限定

10

77%
OFF

スチール

キズもの
（梱包不良）

全長が少し短く、省スペースで配置できます。
女性やお子様のお部屋にピッタリです。 限定

5PU

大量仕入れ品

ソファベッドソファベッド
税込¥37,400○M 税込¥37,400○M

168×82/98×79168×82/98×79

82%
OFF¥5,980（税込¥6,578）¥5,980（税込¥6,578）

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
ズバリ

限定

5
在庫処分品

ライト・コンセント・足元には引出がついた
充実ベッドです。

ボンネルコイルマットレス付
ダブルベッド
ボンネルコイルマットレス付
ダブルベッド
税込¥189,970○M 税込¥189,970○M

140×210×83140×210×83

LEDライト/コンセント付

76%
OFF¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）

¥146,190¥146,190引き！

在庫処分品

アームから背面まで滑らかな曲線で繋がった
シルエット。ウレタンクッションを使用し
快適な座りをサポートします。

オフィスチェアオフィスチェア
税込¥28,600○M 税込¥28,600○M

64.5×64.5×80.5~92（42.5～54）64.5×64.5×80.5~92（42.5～54）

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）

限定
各5

69%
OFF

2色対応
ポリプロピレン

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。

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¥178,200○M 税込¥178,200○M

117.5×48×198.5117.5×48×198.5

63%
OFF

2色対応
国産
ソフトクロージングレール

¥59,800（税込¥65,780）¥59,800（税込¥65,780）

展示品
限り

在庫処分品

背中と腕のフィット感が心地よく、
中を柔らかく包み込みます。

2人掛ソファ2人掛ソファ
税込¥78,000○M 税込¥78,000○M

142×83×87（43）142×83×87（43）

限定

3

57%
OFF

高密度ウレタン
シリコンフィル
レザーテックス

¥29,800（税込¥32,780）¥29,800（税込¥32,780）

在庫処分品

もこもことした座面がしっかりとフィット。
ひじ掛けがなく座面の幅を全面使うことができます。

2人掛ソファ2人掛ソファ
税込¥97,900○M 税込¥97,900○M

150×88×85（45）150×88×85（45）

限定

5

77%
OFF

FAB

¥19,800（税込¥21,780）¥19,800（税込¥21,780）

限定

3

88%
OFF

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¥94,600○M 税込¥94,600○M

90～120×75×7090～120×75×70

直輸入品

普段はスッキリコンパクトに。
必要な時は天板を広げてワイドに使えます。

¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）¥9,800（税込¥10,780）
¥83,820¥83,820引き！

FAB/頭部・脚部14段ギア
足を伸ばしてくつろげます。

高座椅子高座椅子
税込¥14,080○M 税込¥14,080○M

51.5×90/129×96（35）51.5×90/129×96（35）

¥4,980（税込¥5,478）¥4,980（税込¥5,478）

限定

5

61%
OFF

キズもの
（梱包不良）

ダイニングチェアや車内のシート座面に。

インド ギャッベ色柄いろいろインド ギャッベ色柄いろいろ
40×4040×40 ※画像はイメージです。色、柄が異なります。※画像はイメージです。色、柄が異なります。

¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）

限定

10羊毛100％

ズバリ

在庫処分品

ブロックで遊べる。
遊びながら楽しくお片付け。

ブロック付トイボックスブロック付トイボックス
税込¥11,550○M 税込¥11,550○M

53.5×34.5×5953.5×34.5×59

¥1,980（税込¥2,178）¥1,980（税込¥2,178）

限定

10

81%
OFF

ポリプロピレン

キズもの
（梱包不良）

スライドレール

在庫処分品

横幅も狭く、すっきりとテレビも置けます。

テレビローボードテレビローボード
税込¥31,900○M 税込¥31,900○M

90×40×37.690×40×37.6

72%
OFF

限定

5

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）
¥23,122¥23,122引き！

廃番品

かわいらしい丸みのあるフォルムの
コンパクトソファ。

2人掛ソファ2人掛ソファ
税込¥36,300○M 税込¥36,300○M

128×66×70（35）128×66×70（35）

限定

3

75%
OFF

コーデュロイ

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）
¥27,522¥27,522引き！

伸縮の天板が作業場所を広げます。
伸ばした天板下はダストボックスの置き場に
できます。

限定

3

大量仕入れ品

伸長式カウンター伸長式カウンター
税込¥80,630○M 税込¥80,630○M

107~177×40×85107~177×40×85

79%
OFF¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）

税込¥106,700○M 税込¥106,700○M 84%
OFF¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）

限定

3
在庫処分品

新春特別価格。ライト、コンセント、引出、
さらにマットレスまでついてこの価格。

ボンネルコイルマットレス付
シングルベッド
ボンネルコイルマットレス付
シングルベッド
98×207.6×8098×207.6×80

ライト
コンセント付

限定

3

在庫処分品

木肌を楽しみたい方におすすめ。
優しい風合いが特徴です。

ダイニング5点セットダイニング5点セット
税込¥286,880○M 税込¥286,880○M

150×80×72150×80×72

73%
OFF

オーク無垢
アイアン
チェア：総革張

¥69,800（税込¥76,780）¥69,800（税込¥76,780）
展示品
限り

在庫処分品

美しい素材感が
空間をより開放的に
演出します。

リビングダイニング4点セットリビングダイニング4点セット

税込¥263,450○M 税込¥263,450○M

テーブル：120×80×60　ソファ：185×65/150×74（41）
ベンチ：110×40×41
テーブル：120×80×60　ソファ：185×65/150×74（41）
ベンチ：110×40×41

46%
OFF

一流メーカー
テーブル下収納/撥水加工

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

在庫処分品

1人暮らしにもぴったり。
冬はあたたかく、夏はテーブルとして使用できます。

こたつこたつ
税込¥60,500○M 税込¥60,500○M

120×80×36/41120×80×36/41

¥7,980（税込¥8,778）¥7,980（税込¥8,778）

限定
各3

85%
OFF

2色対応/継脚

在庫処分品

コンパクトに使えるシンプルダイニング。

ダイニング５点セットダイニング５点セット
税込¥62,700○M 税込¥62,700○M

120×75×73120×75×73

74%
OFF

限定

3

¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）¥14,800（税込¥16,280）
¥46,420¥46,420引き！

天然木突板

廃番品

二層構造のゲルテックスが、身体にかかる圧力を分散。
硬さの異なる7つのゾーンにより、正しい寝姿勢を
サポートします。

ゲルテックスフォーム
ノンコイルマットレス付
ダブルベッド
ゲルテックスフォーム
ノンコイルマットレス付
ダブルベッド
140.7×202×85140.7×202×85

タモ材/高さ2段階調節
マット：ドイツ製/7ゾーン

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

在庫
限り

ズバリ

上品さと安定感がある本革張りのソファです。
限定

5トップレザー使用
ポケットコイル

大量仕入れ品

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）

68%
OFF¥39,800（税込¥43,780）¥39,800（税込¥43,780）




