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栃木県真岡市白布ヶ丘7-21

栃木県最大級！ 家具の大型専門店
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カーテン（サンプル）サンプルの為、サイズ・柄・色、同じ物はありません。 300円
歩くぬいぐるみ 10×14×16

歩いて止まって鳴きます。 ○ 1,620円が 500円メ

ポケット液晶ゲーム 4×2×10
いろいろなゲームが入ってます。 ○ 648円が 300円メ

きせかえちゃんシール 11×12
女の子のきせかえシール。 ○ 216円が 100円メ

二重とびマスター 二重とびが上手にとべる？なわとびです。
イエロー・ピンク・ブルー・グリーン ○ 324円が 100円メ

食堂４点セット90〜120巾 MDF天板　伸長式　ライトブラウン色
ベンチ付　回転イス　マガジンラック付　現品処分 ○ 73,440円が 17,700円メ

食堂４点セット160巾 ラバーウッドムク材　ブラウン色　回転イス　ハイバック
片側ベンチ　おしゃれなデザイン　ボリューム有 ○ 108,000円が 43,900円メ

食堂５点セット135巾 ラバーウッドムク材　ブラウン色回転イス　　キャスター付
シンプル　座面アイボリー　現品処分　少々キズ ○ 118,800円が 33,300円メ

食堂５点セット200巾 ラバームク材　ブラウン色　クラッシックデザイン
片側ベンチ　ボリューム有　高級感有　現品特価 ○ 150,282円が 75,600円メ

食堂７点セット165巾天板オーク突板　ブラウン　４本脚
シンプル　座面アイボリー　キズ有

ばら売り　回転　シンプル　ナチュラル・ブラウン・色々

○ 80,500円が 27,400円メ

食堂イス 3,000円〜10,000円
食器棚 60巾ホワイト　スライド扉　引出2杯　下台開扉

シンプル　コンパクト　キズ有 ○ 64,800円が 16,500円メ

レンジボード 90巾 ホワイト ３枚扉　スライドカウンター付 引出４杯
フルオープンレール 展示処分 ○ 115,500円が 44,900円メ

レンジボード134巾 ケバンスムク材　ブラウン色　スライド３枚扉
スライドカウンター付　国産高級品　少々キズ有 ○ 187,920円が 69,900円メ

レンジボード105巾 ラバームク材　ホワイト　３枚扉　カントリー調
カウンタームク材　スライドカウンター付　少々キズ有 ○ 115,560円が 47,100円メ

カウンター 90巾 ホワイト　エナメル塗装　スライドカウンター付
引出４杯　フルスライドレール　小キズ有　現品処分 ○ 54,000円が 15,900円メ

TVボード（ロータイプ） 60巾ホワイト　２枚扉　キズ有　汚れ有
シンプル　棚板付　お祭りプライス ○ 25,920円が 5,000円メ

TVボード（ロータイプ）160巾 強化シート　ダークブラウン　スライドガラス扉
中央引出　シンプル　キズ有　現品処分 ○ 51,840円が 15,300円メ

壁面TVボード６点260巾 ゼブラ突板　ダーク色　収納大　国産高級
パソコンデスク付　上置付　メーカーハイバン　処分 ○ 671,265円が268,000円メ

２人掛ソファ117巾 布張り　ベージュ　コンパクト　可愛いデザイン
脚付　少々汚れ有　キズ有　処分 ○ 28,080円が 6,900円メ

３人掛ソファ180巾 ソフトレザー　ベージュ　ミドルバック　ボリューム有
メーカー換金商品　シンプル　ロー肘　現品のみ ○ 97,200円が 33,800円メ

２．５人掛ソファ142巾 合皮　ダークブラウン　布張り風　コンパクト
丸いデザイン　脚付　メーカーハイバン　処分 ○ 54,000円が 18,300円メ

シェーズロングソファ252巾 牛革張り　ダークブラウン　ミドルバック
座って右側カウチ　ボリューム有　高級品　現品特価 ○ 241,500円が 74,700円メ

ハイチェスト 80巾 アルダー材　天板ムク材　フルスライドレール付
ナチュラル色　取手ブラウン　キズ有 ○ 117,720円が 26,100円メ

ローチェスト120巾桐材　ライトブラウン　３段チェスト
引出中央タイル付　キズ有 ○ 29,850円が 9,300円メ

タワーチェスト 60巾ホワイト　強化シート　引出９段　レール付
取手付　メーカーハイバン　在庫処分　少々キズ ○ 75,600円が 18,400円メ

こたつ120巾木目シート張り　ブラウン色　継脚式
600W手元コントローラー　メーカーハイバン ○ 64,200円が 16,300円メ

シングルベッド100巾 ブラウン色　シンプル　脚付　ボンネルマット付
メーカー協賛　現品のみ特価 ○ 54,000円が 15,500円メ

セミダブルベッド121巾 タモ突板　ステーション　フラットタイプ
スノコ　ナチュラル色　キズ有り処分 ○ 90,620円が 30,700円メ

ダブルベッド141巾 オーク材　ダークブラウン　シンプルデザイン　脚付
ボンネルコイルマットレス付　ヘッド少々ハガレ　処分 ○ 72,000円が 33,300円メ

ワイドダブルベッド168巾 PVC　黒色　ヘッドソファタイプ　ボリューム有
ポケットコイルマットレス　高密度ウレタン　現品処分 ○ 165,200円が 87,500円メ

仏　壇 74巾国産　紫檀色　二重扉
伸出式　合天床　キズ有 ○ 604,500円が108,000円メ

フリースタイルデスク100巾 ラバーウッド材　ホワイト色　可変タイプ　女の子デザイン
ハート付　扉付　ツマミクリスタル　焼け有　キズ ○ 140,400円が 19,100円メ

学習イス木製　回転　旧型ブランド品　ピンク・ブルー・キャラクター色々 500円〜

二段ベッド103巾パイン材　ライトブラウン　平柱　キズ有
スノコ 星マーク付 シンプル　超特価 ○ 64,800円が 16,500円メ
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お楽しみ袋カワイイ雑貨つめ合わせ！ 500円〜

ディズニー手ぬぐいタオル 26×38×26
懐かしい雰囲気のタオルです。○ 864円が 300円メ

やわらかのりものシリーズ 20×6×3.5
お子様がにぎっても安心、安全な電車のオモチャ○ 540円が 200円メ

勇者のボールペン 勇者の剣の形をしたボールペン○ 216円が 100円メ

バスケット付キッチンツール６点セット サラダサーバー・鍋敷・ミトン・
菜箸・しゃもじ・バスケット ○ 1,080円が 300円メ

キャンドル各種いろいろなキャンドルあります。 50円〜

マグ＆ぬいぐるみ（箱入り）15×13×9
うさぎさんとマグカップのセットです。○ 1,620円が 500円メ

時計各種 展示品のみ　　　20％ＯFF!
食堂４点セット150巾タモ材　ナチュラル色　片側ベンチ　肘付イス

ボリューム有　新和風　少々キズ○183,600円が 49,400円メ

食堂５点セット120巾ビーチ材 フレームラバー ナチュラル ４本脚
シンプル 座面合皮 アイボリー 在庫処分○ 75,600円が 19,300円メ

食堂５点セット180巾ラバーウッド材　ライトブラウン色　カントリーデザイン
片側ベンチ　座面黒　メーカーハイバン　現品処分○123,120円が 55,900円メ

食堂４点セット150巾タモ材 ナチュラル 肘付椅子 板座 
片側ベンチ 新和風 少々キズ有 処分○183,600円が 51,500円メ

食堂５点セット160巾タモ材 ナチュラル 棚付 ４本脚 ホワイト鉄脚
ホワイトチェア シンプルモダン 現品特価○135,000円が 27,900円メ

食堂５点セット135巾ラバーウッド材 ブラウン色 回転キャスター付イス
座面アイボリー 在庫チェックミス 処分○118,800円が 39,200円メ

食堂９点セット225巾ラバーウッド材 アンティーク色 オーバル型 ４本脚
肘付きイス２脚 ネコ脚 ハイバックチェア 座面アイボリー○324,000円が 92,400円メ

食堂４点セット160巾ラバーウッド材 変形脚 回転ハイバックチェア
ブラウン色 板座 片側ベンチ 現品特価○108,000円が 49,600円メ

食堂５点セット 120〜165巾伸長式テーブル ビーチ材 ミディアム色 回転イス
アイボリー モダンデザイン 在庫処分品○125,280円が 37,800円メ

食堂４点セット150巾パイン材 オイル仕上 ライトブラウン 片側ベンチ
イス裏収納 板座 カントリー キズ有処分○155,520円が 49,300円メ

コーナーダイニング４点120巾コーナータイプ　パープル色　カバーリング　ソファタイプ
昇降テーブル　天板ホワイト　スクエアデザイン○209,000円が 89,300円メ

レンジボード 60巾ホワイト エナメル塗装 ２枚扉 オープン部分有
引出2杯　下台開き扉　取手付　キズ有　処分 O P E N 18,800円

食 器 棚 60巾パイン材 ライトブラウン ２枚扉 引出２杯
下台２枚扉 少々キズ有 現品処分○ 54,000円が 17,500円メ

食 器 棚118巾ケバンスムク材 ブラウン色　3枚扉　高級メーカー
裏板ホワイト　ダンパー付丁番　在庫処分○129,600円が 49,300円メ

レンジボード 79巾 ○ 44,000円メ

レンジボード 60巾 ○ 16,300円メ

レンジボード120巾 ○190,080円が 57,900円メ

レンジボード176巾 ○ 91,600円メ

レンジボード 60巾上台ブラウン 下台ナチュラル スライドカウンター付
２枚扉 下台３枚引出 サンプル品処分○ 73,440円が 18,500円メ

レンジボード120巾アルダー材 ナチュラル スライドカウンター付
３枚扉 取手付 カントリー調 在庫処分○128,520円が 48,800円メ

レンジボード118巾ダークブラウン スライド扉 モイス付カウンター
ダンパー引出し 国産高級メーカー ハイバン処分○136,080円が 63,300円メ

レンジボード 90巾 ○ 29,200円メ

レンジボード141巾ハイグロスシート ソフトクローザー引出
ホワイト 国産高級品 キズ有り○235,440円が 85,500円メ

カウンター120巾ホワイト エナメル塗装 スライド扉 中央引出し
スリムタイプ 少々キズ有 モダン 処分品○ 73,440円が 19,600円メ

カウンター 89巾パイン材 ナチュラル スリムタイプ ３枚扉
シンプル キズ多い 収納オンリー 処分○ 43,200円が 9,500円メ

カウンター160巾 ○ 48,300円メ

レンジ台 59巾前板ブラウン フレームホワイト メーカーハイバン
スライドカウンター２段付 下台に間扉付 現品特価○ 43,200円が 10,900円メ

レンジ台 80巾ブラウン色 下前板ムク材 スライドカウンター２段付
大扉付 収納付 メーカーハイバン 在庫処分 O P E N 21,300円

カウンターチェア 50巾 ○ 6,300円メ

カウンターチェア 41.5巾 ○ 3,000円メ

一 枚 板150巾 ○ 88,000円メ

一 枚 板180巾 ○ 128,000円メ

一 枚 板210巾 ○ 170,000円メ

一 枚 板160巾 ○ 88,000円メ

二枚ハギ200巾 ○ 240,000円メ

一 枚 板230巾 ○ 170,000円メ

リビングラグ ○ 13,000円メ

リビングラグ ○ 7,900円メ

リビングラグ ウール100％ 無染色 ギャッベ風柄 ナチュラル○ 56,160円が 39,800円メ

リビングラグ リーフ柄 アイボリー系 モダン○ 37,800円が 9,500円メ

玄関マット リサイクルデニム ブルー系 
本革ミックス ビンテージ感○ 1,296円が 1,000円メ

玄関マット ○ 19,800円メ

シングルベッド

シングルベッド

シングルフレーム
ワイドダブルベッド

98巾棚付　コンセント付　ステーションタイプ
ライトブラウン色　ポケットコイルマット付 ○ 75,320円が

9,900円

メ

シングルベッド

105巾ホワイトアッシュ フラット ステーションタイプ
ドリームベッド社製 廃番品○ 52,000円が

19,100円

メ

セミダブルベッド

156巾アルダー材 宮・引出し・ライト付
国産ポケットコイルマット付 フレームキズ有○143,620円が

34,900円

メ

シングルベッド

100巾 ○ 89,310円が

22,900円

メ

セミダブルベッド

101巾 ○188,800円が

45,800円

メ

ワイドダブルベッド

121巾 ○131,760円が

25,300円

メ

ツインベッド

97巾 ○ 75,384円が

29,400円

メ

ダブルベッド

122巾 ○122,500円が

52,400円

メ

セミダブルベッド

158巾 ○194,400円が

8,200円

メ

ダブルベッド

194巾 ○209,520円が

17,300円

メ

シングルベッド

147巾 ○217,020円が

56,100円

メ

シングルベッド
シングルベッド
シングルベッド

122巾 ○317,550円が

7,500円

メ

ダブルベッド

140巾タモ突板 フラットタイプ ステーション
厚スノコ キズ有り 国産ポケットマット付 ○164,300円が

29,900円

メ

脚付マットレス

103巾フラットヘッドボード　ダークブラウン色
引出付　ノンコイルマットレス付 大処分 ○168,920円が

106,000円

メ

脚付マットレス

100巾ホワイトエナメルヘッドボード 小テーブル
コンセント付 スノコ カワイイデザイン 処分 ○ 68,370円が

18,900円

メ

99巾 ○236,250円が

8,800円

メ

ハイチェスト

106巾ダークブラウン色 タモ突板 キズ有り
国産ハードボンネルマット付 処分 ○ 99,750円が

55,500円

メ

ハイチェスト

140巾タモ材 ステーション コンセント・宮付
メーカー廃番品 ハードマットレス付 処分○178,000円が

19,900円

メ

ハイチェスト

97巾 ○ 29,400円が

47,300円

メ

ハイチェスト

120巾 ○ 38,664円が

35,500円

メ

ハイチェスト

80巾シンプルデザイン ブラウン色
引出しレール付 在庫処分 ○ 41,200円が

98,000円

メ

ハイチェスト

105巾 ○126,000円が

9,800円

メ

ハイチェスト
ハイチェスト

90巾 ○ 71,280円が 27,700円メ

ローチェスト

80巾アルダー材 アリ組引出し ベタ底 重ねタイプ
引出しNA&BR メーカー廃番 ○132,900円が 39,700円メ

ローチェスト

120巾 ○ 95,020円が 41,100円メ

ローチェスト

80巾 ○ 48,120円が 15,500円メ

ローチェスト

150巾タモ突板 ７段タイプ 箱組 ２つ重ね
下台引出しレール付 セットはずれ処分○168,650円が 64,500円メ

ローチェスト

80巾パイン材 引出しレール付 シンプルデザイン 
キズ有り ６段引出し 処分 ○ 54,000円が 20,300円

39,500円
59,100円
8,900円
9,900円
11,100円
48,800円

86,200円
113,100円
41,500円
58,400円
19,200円
98,300円

97,600円
30,300円
45,000円
62,300円

28,900円
8,100円
61,200円
29,900円

61,900円
132,000円

メ

洋服タンス

120巾引出し４段 レール付 シンプルデザイン
キズ有 展示処分 ブラウン色 ○ 42,000円がメ

洋服タンス

120巾 ○ 42,660円がメ

洋服タンス

150巾桐材 ワイドローチェストタイプ 引出しレール付
ブラウン色 国産品 キズ有 ○109,680円がメ

こたつ

120巾ライトブラウン色 桐材 引出し箱組
レール付 キズ有り 処分 ○ 59,400円がメ

こたつ

150巾 ○117,720円がメ

こたつ

80巾 ○ 57,000円がメ

こたつ

80巾 ○ 66,900円がメ

こたつ

105巾 ○112,320円がメ

こたつ

105巾500W 中間スイッチ ホワイト色 鏡面仕上げ
スリキズ有り 処分 ○ 34,300円がメ

こたつ

120巾600W 手元コントローラー ウォールナット色
継脚式 現品処分 ○ 45,380円がメ

座　卓

150巾 ○107,460円がメ

座　卓

80巾 ○ 32,400円がメ

ドレッサー

150巾ケヤキ色 継脚式 国産メーカー品
600W手元コントローラー キズ有り ○ 89,240円がメ

ドレッサー

135巾天板タモハギ材 国産品 ナチュラル色
600W手元コントローラー 処分 ○149,000円がメ

ドレッサー

120巾 ○ 71,280円がメ

仏　壇

90巾和風タイプ 鏡面仕上げ 中央にライン入り
折脚式 処分 ○ 32,400円がメ

上置仏壇

180巾 ○118,800円がメ

59巾 ○ 68,040円がメ

72巾半三面 オーク材 ブラウン色 両袖収納 イス付○114,800円がメ

65巾 ○ 91,800円がメ

68巾 ○880,000円がメ

49巾ワイン色 合天床 伸出式 キズ処分○ 68,000円がメ

カウチソファ168巾布張り　アイボリー色　3Pからカウチに可変タイプ
クッション２個付　メーカーハイバン処分品○ 79,200円が 27,500円メ

２人掛ソファ158巾布張り　カバーリング　ブラウン　シンプルデザイン
ミドルバック　座り心地良し　メーカーハイバン　処分○108,000円が 31,900円メ

３人掛ソファ181巾合成皮革　ブラウン　モダンタイプ　ソフトクッション
アイアン脚付　ロングヒット商品　処分○100,380円が 35,000円メ

１人掛ソファ 63巾布張り　カラフルストライプ　脚付　コンパクト
少しレトロ　在庫処分　現品だけ特価○ 28,000円が 7,000円メ

カウチソファ196巾布張り　木肘付　背もたれリバーシブル
ブラウン　国産　シンプル　現品処分○215,000円が 94,000円メ

コーナー５点ソファ200巾PVC　ダークブラウン　シンプル　ロングヒット商品
ミドルバック　現品のみ　キズ有処分○104,580円が 37,500円メ

２人掛ソファ146巾布張り　グリーン　コンパクト　脚付
可愛いデザイン　メーカーハイバン　特価品○ 71,280円が 19,400円メ

３人掛ソファ176巾布張り　赤　コンパクト　脚付
可愛いデザイン　メーカーハイバン　特価品○ 89,640円が 29,100円メ

３人掛ソファ202巾布張り　ウォシャブルカバーリング　フェザー入　ブランド品
ブラウン　ハイバック　クッション付　処分○158,760円が 79,200円メ

ワイドラブソファ184巾カリモク　牛革張り　スライド式リクライニング
ベージュ　パワービート付　メーカーハイバン　ハイバック　処分○590,100円が178,000円メ

２.５人掛ソファ184巾世界的イタリアブランドＮａｔｕｚｚｉ　イタリア革総革
ブラウン色　超高級品　メーカーハイバン　現品処分○214,000円が 88,000円メ

３人掛ソファ202巾オイルレザー　イタリア製総革　ダークブラウン
高級感有　メーカーハイバン　デザイナー商品　処分 79,400円

２人掛ソファ154巾合成皮革　アイボリー　ハイバック　座り心地最高
バケットタイプ　肘下木部有　在庫処分 ＯＰＥＮ 24,900円

３人掛ソファ170巾布張り　グレー色　脚付　背のみブラウン
シンプル　コンパクトタイプ　在庫調整処分○ 54,000円が 18,900円メ

コーナー５点ソファ200巾PVC　ダークブラウン　コンパクト　ミドルバック
ロングヒットソファ　5点バラバラタイプ　現品のみ○104,580円が 34,100円メ

センターテーブル 80巾ホワイト　中央ブラウンライン　フレームラバー
引出付　４本脚　シンプル　現品処分○ 21,600円が 9,200円メ

センターテーブル100巾天板MDF　ホワイト　ホワイト鉄脚　オーバル型
スッキリデザイン　デザイナー物　現品のみ　国産○ 15,120円が 9,500円メ

センターテーブル110巾ゼブラウッド　棚付　ボックスデザイン　先細脚
ブラウン色　国産　高級品　メーカーハイバン　キズ有○146,880円が 33,300円メ

TVボード（ロータイプ）154巾ウォールナット材、チェリー材他　モダンデザイン
引出5杯　国産　メーカーハイバン　キズ処分○ 79,920円が 19,300円メ

TVボード（ロータイプ）130巾ウォールナット　引出２杯　フラップ扉　シンプルモダン
突板ハガレ有　キズ有　現品処分○ 53,325円が 16,200円メ

TVボード（ロータイプ）100巾ダークブラウン　前板スラットデザイン　コンパクト
引出内側有　少々キズ　脚付○ 52,596円が 15,000円メ

ローボード３点セット240巾ウェンジ材　サイドキャビネット付　シンプルモダン
少々キズ有　高級メーカー　メーカーハイバン○240,840円が 64,200円メ

キャビネット付ローボード201巾オーク材　サイドキャビネット付　ナチュラル色
引出3杯　ガラス棚付　メーカー倒産　キズ処分○216,000円が 38,800円メ

コーナーTVボード116巾ウォールナット材　上部3枚扉　国産　下台引出有
メーカー倒産　フラップ扉　現品処分○194,400円が 65,000円メ

TVボード（ハイタイプ）124巾ホワイト色　強化シート
扉３枚収納　キズ汚れ有 ○ 73,440円が 19,300円メ

コーナーTVボード113巾アルダー材　国産　ガラス棚付　ダウンライト付
国産 メーカーハイバン　シンプルデザイン○170,800円が 40,900円メ

キュリオボード 81巾ウォールナット材　ガラス棚　ダウンライト付
引出付　2枚扉　シンプル　メーカーハイバン○131,760円が 48,900円メ

コレクションボード 60巾アルダー材　ブラウン色　2枚扉　バックミラー付
3面ガラス　シンプル　ブラウンのみ　処分○ 97,200円が 25,900円メ

サイドボード102巾アルダー材　天板ムク　前板ムク　３枚扉
引出３杯　シンプル　メーカーハイバン○ 70,200円が 31,500円メ

サイドボード 80巾アルダー材　ダークブラウン色　スリットデザイン　４枚扉
プッシュ式　メーカーハイバン　少々キズ　現品処分○ 66,960円が 13,200円メ

サイドボード 78巾強化シート　ナチュラル色　フラップ扉４枚　脚付
国産 完成品　メーカーハイバン　処分○ 44,280円が 9,000円メ

パーソナルチェア 82巾牛革　セミアニリン　ブラウン色
無段階リクライニング　現品特価　オットマン付○125,280円が 72,300円メ

パーソナルチェア 91巾牛革　ワインレッド　テーブル付
無段階リクライニング　現品特価　オットマン付○154,000円が 71,820円メ

ソファベッド190巾布張り　ブラウン　ボリューム有
脚付　シンプル　現品処分○ 79,920円が 29,300円メ

ソファベッド180巾PU　ブルー　ソフトレザー　バイキャスト風
スチール脚　木枠　モダンデザイン　現品特価 26,400円

ソファベッド193巾布張り　ブラウン　省スペースタイプ
ボリューム有　クッション×３付　現品特価○ 89,040円が 19,400円メ

書棚 80巾アルダー材　ナチュラル色　２枚扉　引出２杯付
移動棚付　少々キズ有　現品処分○ 92,880円が 27,600円メ

スライド書棚 59巾ダークブラウン　強化シート　スライドタイプ
マガジンラック付扉　通販流れ品　在庫処分　ロータイプ○ 24,800円が 9,400円メ

書棚 90巾３枚扉　ホワイト　ブラックガラス　引出３杯
シンプルデザイン　少々キズ有　現品特価○ 93,960円が 35,000円メ

フリースタイルデスク100巾ラバー材　ホワイトウォッシュ　少しだけブルー　横割れ有
照明付　メーカー倒産　現品処分　キズ有○125,664円が 27,600円メ

学習机 90巾ホワイト　エナメル塗装　ピンク引出　ピンクラック
可愛いデザイン　キズ有　現品処分○ 39,900円が 6,500円メ

学習机100巾ラバー材　シンプル　リフティングワゴン付
ライト無し　デスク下収納有　小キズ○125,280円が 19,400円メ

学習机 95巾クロガネ スタンダードタイプ　ハイタイプ ＬＥＤライト付
ダーク木目 シンプル メーカーハイバン 現品処分○ 99,900円が 39,700円メ

学習机100巾ホワイト エナメル塗装 天板ピンク ＬＥＤライト付
女の子モデル ワゴン付 少々キズ有り 現品処分○118,800円が 32,800円メ

学習机 97巾コイズミ　デコプリ 天板ピンク ベーシックタイプ
ＬＥＤライト ワゴン付 モデルチェンジのみ現品処分○ 98,820円が 43,900円メ

ユニットデスク131巾マルニ木工 オーク材 ダーク色 組替え可能タイプ
シンプル 高級品 メーカーハイバン 処分○125,280円が 77,700円メ

システムベッド125巾ホワイト　ミドルベッドタイプ　一部ピンク　本棚付
引出付　スノコ　コイズミ製　現品　キズ有○238,320円が 99,900円メ

二段ベッド103巾パイン材　ホワイト＆ブラウンのツートンカラー
カントリー　コンセント付　スノコ　少々キズ○137,160円が 47,700円メ

二段ベッド104巾アルダー材　宮付　ボリューム有　スノコ
ジョイント止め金具付　高級品　メーカーハイバン　特価○197,200円が 64,900円メ

二段ベッド104巾アルダー材　ナチュラル色　カントリー　スノコ
スッキリデザイン　高級品　丸柱　現品特価○156,600円が 57,900円メ

ケバンスムク材　ライトブラウン色　2枚扉　国産高級メーカー
裏板ホワイト色　引出付　モイス付　在庫処分 129,660円が
ホワイト色　エナメル塗装　国産　背面赤　取手赤
引出付 キズ有 ２枚扉 現品処分 54,000円が
ホワイト色　ハイグロスシート スライド扉　ハイカウンタータイプ
国産　モイス付　スライドカウンター付　少々キズ

ホワイト色　ハイグロスシート 国産高級品　モイス付
スライド扉　1枚開戸有　在庫処分 250,560円が

97,200円が
ホワイト　スライド扉　扉のみシルバー
下台引出4杯　スライドカウンター付　モイス付　キズ有　処分

ハイタイプカウンター　EBハイグロスシート　天板メラミン
ゴミ箱２杯付　ソフトクローザーレール　スライドカウンター付 124,200円が

座面合皮　イエロー　背付　肘付　ガス式　フレームスチール
少々汚れ有　キズ有　現品処分　高級品 30,240円が
座面布張り　ブルー　背付　背は合皮
フレームシルバー　ガス式　メーカーハイバン　特価 9,720円が

米松　展示品なので多少の
ソリ・キズ・割れはあります 140,000円が

かつら　展示品なので多少の
ソリ・キズ・割れはあります 200,000円が

もみ　展示品なので多少の
ソリ・キズ・割れはあります 240,000円が

栃　展示品なので多少の
ソリ・キズ・割れはあります 200,000円が

350,000円が

パドゥーク　展示品なので多少の
ソリ・キズ・割れはあります 250,000円が

133×190ブルー系グラデーションカラー　シャギーラグ 28,080円が

200×250
170×240
190×190
45×60

ミックスシャギーラグ　無地滑り止め付
ホットカーペット対応　処分 14,970円が 各色

中国緞通　淡い黄色花柄　カービング90×62 84,240円が

ウォールナット　展示品なので多少の
ソリ・キズ・割れはあります

ファブリックピンク色　ステーションタイプ　ボンネルマット付
シンプルデザイン　メーカーハイバン品

シーリーベッド　ホテルスタイルマットレス　シーリー社製
ステーションフレーム　シンプルデザイン　処分

フランスベッド　フランスベッドオリジナル　フラットタイプ
ナチュラル色　マルチラスハードマット付　処分

スリットデザイン　ダークブラウン色　ＢＯX引出付
小棚付　スノコ　ボンネルマットレス付　小キズ

フランスベッド　宮・ライト・手すり付フレーム
ハードマットレス　フランスベッド　キズ有　処分

タモ材　ナチュラル色　フラット　脚付
シンプルデザイン　ポケットコイルマットレス付　現品のみ

ドリームベッド　フランスベッドフレーム　スノコタイプ
フラットタイプ引付、引なし２台ツインセット　特価

ファブリック　ステーション　フレームハイバン品
ポケットコイルマット付　大処分特価

シーリーベッド　ダブルクッションタイプ
ヘッドボードライト付　ポスチャーテックマット付　処分

日本ベッド　シンプルフレーム　ステーションタイプ
シルキーパフ旧タイプ処分　最高級マットレス付　展示処分

脚付マットレスシングルタイプ　シンプル
カラーはおまかせ　処分品

脚付マットレスセミダブルタイプ　シンプル
カラーはおまかせ　処分品

タモ材　ブラウン色　アリ組引出　引出7段
高級品　メーカーハイバン　少々キズ有

桐材　ライトブラウン　箱組　レール付
引出6段　少々キズ　現品処分

桐材　ナチュラル色　前板ウェーブ加工　箱組
レール付　引出6段　少々キズ

ナチュラル色　かわいい取手付　5段引出し
レール付　キズ有り処分

桐材　ブラウン色　レール付　シンプル
4段引出し　キズ有　処分

ブラック　ハイグロス　箱組　フルオープンレール
試作品　現品特価　少々キズ

ホワイト　強化プリント　２枚扉
シルバー取手付　棚付　ポール二段　現品のみ

ホワイト　エナメル塗装　２枚扉　引出３杯
箱組　フルオープンレール　現品処分

桐材　３枚扉　ブラウン　引出4杯
箱組　国産 ボリューム有　現品特価

タモ材 ブラウン色 600Ｗヒーター 手元コントローラー
2重天板 折脚タイプ 現品特価

プリント ブラウン 500Ｗヒーター 中間スイッチ
折脚式 つぎ足タイプ 在庫処分 特価

ワイン色 フレーム黒 600Ｗヒーター 手元コントローラー
つぎ足タイプ シンプル 少々キズ 処分

タモ材　ナチュラル　オイル仕上　ハギムク材
新和風　４本角脚　メーカーハイバン

コンセント付　イス付　少々キズ　現品
ホワイト　エナメル塗装　シンプル　引出３杯

一面回転鏡　デスクタイプ　アルダー材　コンセント付
ナチュラル色　シンプル　コンパクト　現品

紫檀色 合天床
伸出式 入替処分

大瀧
ホームインテリア

フードストッカー

パチンコBOSS

ベイシアベイシアホンダホンダ

大瀧ホームインテリア


