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食器棚・レンジボード

そ の 他 小 物 家 具

ベ ッ ド （ 特 価 品 ）

ベッド（一流メーカー品）

イ ン テ リ ア 小 物

食 堂 セ ッ ト

サイドボード・リビングボード

パーソナルチェア・ソファベッド セ ン タ ー テ ー ブ ル

応接セット・ソファ

台所小物（レンジ台・カウンター）

ＴＶボード（ハイタイプ）

家家家具具具
大瀧ホームインテリア
栃木県最大級！ 家具の大型専門店

より多くのお客様にお求めいただけるよう、
お一人様での買い占めはご遠慮下さい。

今回、処分価格が市場価格を大幅にくずすことになり
大変ご迷惑をおかけしますが何とぞ
ご理解の程、宜しくお願い致します。
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超〜魅力の家具

いっぱい出します！
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超〜魅力の家具

いっぱい出します！
点9,968

早い者勝ち！
売切れご免！

チラシ掲載品以外にも
超特価品多数ございます。
ぜひ一度ご来店下さい。

★中古家具の再生品はありません。 ★キャンセル・交換等はご遠慮願います。

T Vボード(ロータイプ)

二段ベッド・システムベッド

うら面につづく

ローボード120巾タモ材 ナチュラル色 脚付
シンプル 引出し2杯付 現品処分 ○ 46,200円が 19,500円メ

ローボード150巾ナチュラル色 強化シート 引出し3杯
取手少々ワレ有 現品処分 ○ 44,100円が 9,300円メ

ローボード147巾ナラムク材 天板ムク 引出し3杯
オイル塗装 オーダーミス品 現品処分 ○ 89,250円が 53,500円メ

ローボード160巾ダークブラウン 強化シート モダン
フラップ扉 少々キズ 現品特価 ○ 49,350円が 18,600円メ

ローボード140巾ナチュラル色 強化シート 引出し付
フラップ扉 天板キズ有 ○ 63,000円が 19,400円メ

ローボード142巾タモ材 キャスター付 国産
ロータイプ キズ有 現品処分 ○115,500円が 27,900円メ

ローボード120巾フラップ扉 プッシュ式オープン
ライトブラウン 少々キズ 現品特価 ○ 34,125円が 13,900円メ

ローボード150巾ウォールナットムク材 フラップ扉 引出し3杯
コンセント付 メーカー倒産 処分 ○147,000円が 59,200円メ

ローボード122巾ダーク色 天板ガラス ガラス付引出し
フルスライドレール 現品処分 ○ 61,950円が 13,900円メ

ローボード153巾タモ材 ナチュラル 引扉
格子扉 中央引出付 北海道家具 現品処分 ○102,900円が 55,400円メ

ローボード 90巾ダイレクト印刷 ブラウン木目 シンプル
引出付 角ツブレ 現品処分 ○ 29,400円が 9,100円メ

ローボード120巾ハイグロスシート フレームシルバー
引出しブラック モダン 現品処分 ○ 71,400円が 23,500円メ

ローボード160巾ハードメープルムク材 引出し付 フラップ扉
少々キズ有 脚付 シンプル ○ 72,450円が 50,000円メ

ローボード170巾ニレ材 引戸 鍵付引出し
縦置きゲーム機収納有 ナチュラル キズ有 ○ 84,000円が 31,900円メ

ローボード(コーナー) 75巾ダイレクト印刷 ブラウン木目 シンプル
引出付 角ツブレ 現品処分 ○ 33,600円が 9,600円メ

ローボード(コーナー) 90巾前板ムク材 シンプル 扉付
オープン 脚付 コンパクト 特価 ○ 19,950円が 8,500円メ

ローボード(コーナー)150巾ホワイト 強化シート 内部ブラック
引出3杯 少々キズ有 処分 ○ 84,000円が 18,900円メ

ローボード(コーナー)130巾前板名木ムク材 天板ラバームク
引出し多 北海道家具 現品処分 ○129,150円が 64,700円メ

ローボード(コーナー)160巾ウォールナットムク材 脚付 シンプル
両側引出付 フラップ扉 現品処分 ○ 77,700円が 46,900円メ

ローボード(コーナー)120巾ニレ材 ダーク色 引戸 キズ有
縦置きゲーム機収納有 鍵付引出し ○ 63,000円が 20,900円メ

二段ベッド106巾パイン材 ミディアム色
スノコタイプ シンプル 現品特価 ○ 69,300円が 16,500円メ

二段ベッド105巾パイン材 ブラウン色 宮付
ライト付 スノコ 展示品少々キズ ○ 94,500円が 27,900円メ

二段ベッド104巾パイン材 ライトブラウン色
シンプル スノコ 在庫処分 ○ 47,985円が 17,600円メ

二段ベッド107巾パイン材 ナチュラル色 少々キズ
シンプルデザイン スノコ厚20mm ○ 89,600円が 38,000円メ

二段ベッド106巾パイン材 ライトブラウン 宮付
ライト付き 厚スノコ キズ有処分 ○ 92,400円が 27,200円メ

二段ベッド105巾ラバームク材 シンプル
ブラウン色 スノコ キズ有処分 ○113,900円が 38,700円メ

二段ベッド102巾パイン材 ナチュラル色 シンプル 宮付
ライト付き スノコ厚20mm 少々キズ ○109,600円が 48,000円メ

二段ベッド103巾タモ材 ダークブラウン ロータイプ スノコ厚
シンプルデザイン 少々キズ 処分 ○126,000円が 39,800円メ

二段ベッド107巾パイン材 ナチュラル色 スノコ厚
宮付 ライト付き シンプル 特価 ○ 84,000円が 29,200円メ

二段ベッド109巾ラバームク材 ブラウン色 宮付
ライト付き 展示現品処分 ○147,000円が 44,700円メ

システムベッド212巾パイン材 ナチュラル ミドルタイプ
デスク付 本棚付 現品処分 ○115,500円が 39,700円メ

システムベッド204巾ナチュラル パーツブルー デスク付
天板キズ ワゴン無 現品処分 ○130,200円が 53,900円メ

ハイベッド206巾ナチュラル パーツグリーン 本棚付
スノコ厚 展示現品キズ有 ○ 92,400円が 49,300円メ

ソファベッド 178巾PVC ブラウン ホワイトステッチ
モダン 現品のみ 特価 ○ 31,500円が 13,700円メ

ソファベッド 191巾PU ブラック 背もたれ2分割
クッション２個付 現品特価 ○ 52,500円が 21,900円メ

ソファベッド 195巾布張り 国産 ダークベージュ
ローリング式 下収納 現品特価 ○120,750円が 69,500円メ

ソファベッド 170巾布張り ストライプ  グレー 特価
可愛いデザイン コンパクトタイプ ○ 31,500円が 9,800円メ

ソファベッド 180巾布張り ３段階リクライニング
モダン ブラウン セミダブルサイズ ○ 66,150円が 26,500円メ

ソファベッド 189巾PVC ダークブラウン シンプル
大きめサイズ 在庫処分 ○ 47,250円が 19,400円メ

ソファベッド 190巾布張り コイルスプリング式
グレー ３段階リクライニング 特価 ○ 48,300円が 35,700円メ

パーソナルチェア 75巾牛革張り ベージュ メーカーハイバン
オットマンスライド式 特価 ○ 69,300円が 33,200円メ

パーソナルチェア 78巾ワインレッド PVC オットマン付
無段階リクライニング 現品特価 ○ 44,100円が 17,900円メ

パーソナルチェア 73巾ブラウン PVC マッサージ機能付
スライド式オットマン付 現品特価 ○ 71,400円が 35,200円メ

センターテーブル110巾ゼブラウッド ダーク色 超特価
シンプルデザイン メーカーハイバン ○ 94,500円が 30,000円メ

センターテーブル105巾ビーチ材 モダンデザイン 棚付
ナチュラル 現品処分特価 ○ 44,100円が 9,300円メ

センターテーブル100巾オーク材 ナチュラル色 引出付
脚黒アイアン モダン 展示処分 ○ 36,750円が 23,500円メ

センターテーブル 97巾ラバーウッドムク材 ダークブラウン
丸 棚付 少々キズ有り 処分 ○ 30,450円が 7,500円メ

センターテーブル110巾ウォールナットムク材 シンプルモダン
ガラス付 棚付 メーカー倒産 処分 ○ 89,250円が 46,200円メ

センターテーブル100巾ウォールナット材 引出付
ロータイプ スチール脚 現品特価 ○ 60,900円が 33,300円メ

センターテーブル110巾オーク材 天板ガラスはめこみ モダン
ブラック＆ブラウン メーカー倒産 処分 ○ 63,000円が 35,700円メ

センターテーブル100巾ラバーウッドムク材 ナチュラル色
ラウンドタイプ 　棚付 キズ有処分 ○ 42,000円が 17,500円メ

センターテーブル110巾大理石 木製４本脚 天板白
柄入 少々ガタツキ有 処分 ○ 69,300円が 18,800円メ

センターテーブル100巾ラバー材 クラシックモダン
ダークブラウン メーカーハイバン 特価 ○ 33,600円が 16,400円メ

３人掛ソファ150巾タモ材 ロータイプ
布赤 キズ有 国産 シンプル ○115,500円が 40,000円メ

３人掛ソファ170巾黒　PVC
座面やぶれ シンプル ○ 63,000円が 6,900円メ

カウチソファ197巾グレー 布張り シンプル
フルカバーリング カウチタイプ○136,400円が 39,500円メ

３人掛モーションソファ 184巾リクライニング　中央テーブル　
アイボリー　PV 処分 ○129,150円が 29,200円メ

３人掛ソファ178巾牛革張り アイボリー 通販流出品
シンプル かため 処分 ○126,000円が 37,900円メ

ソファ188巾オーク材　布BR 現品処分
デザイナーズ シンプル ○115,500円が 69,800円メ

３人掛ソファ190巾牛革張り アイボリー
メーカーハイバン　モダン ○162,000円が 44,700円メ

３人掛ソファ170巾白 PVC シンプル
コンパクト よごれ有り○ 63,000円が 15,900円メ

ソファ169巾オーク材　ナチュラル ロータイプ
布BR 国産ブランド コンパクト○238,350円が130,000円メ

カウチソファ230巾牛革張り　ブラウン
現品処分　キズ有 シンプル○168,000円が 55,900円メ

２人掛ソファ127巾ベージュ　PVC　
キズ有り　処分 コンパクト○ 42,000円が 12,500円メ

コーナー５点セット 206巾ベージュ　PVC　
キズ有り　処分 コンパクト○ 99,750円が 29,300円メ

３人掛ソファ 178巾チェック 布張り コンパクトタイプ
ハイバック 木肘 メーカー生産ミス ○ 79,600円が 18,200円メ

２人掛ソファ 155巾強化PVC ブラウン
シリコンフィル入 現品処分 ○ 99,600円が 27,900円メ

３人掛ソファ 185巾PV アイボリー シンプル
メーカーハイバン ハイバック 処分○ 88,200円が 28,700円メ

２人掛ソファ 140巾ダークベージュ シンプル
PVC メーカーハイバン 在庫処分 ○ 66,150円が 18,700円メ

３人掛ソファ 184巾PU ブラウン キズ有
ポケットコイル入 シンプル○113,400円が 32,900円メ

コーナー５点セット 240巾PU ベージュ ハイバック
シンプル 高級感有 現品処分○189,000円が 51,100円メ

カウチソファ254巾PVC 頭部リクライニング 白 キズ有
大型カウチ 在庫処分 キズ有 ○159,600円が 49,500円メ

３人掛ソファ170巾PVC　ブラウン シンプル
コンパクト 現品処分　キズ有○ 63,000円が 17,900円メ

2.5人掛ソファ154巾総革張り アイボリー ラテックス
シンプル 少々キズ  汚れ有 ○201,600円が 43,500円メ

３人掛ソファ180巾PV アイボリー ソフトタイプ
シンプル 在庫処分 ○ 79,800円が 29,500円メ

１人掛ソファ 94巾PVC 座面スライド
ベージュ 現品処分 特価○ 52,500円が 17,700円メ

３人掛ソファ210巾ボスコシリーズ 　ウォールナット肘
牛革張り ハイバック 現品処分○262,500円が180,000円メ

３人掛ソファ186巾PU 国産 ソフトウレタン入
白　現品処分 シンプル○114,450円が 63,000円メ

３人掛ソファ178巾ソフトレザー 国産 ベージュ
シンプルデザイン 現品処分 ○ 84,800円が 59,500円メ

３人掛ソファ185巾PV ブラウン シンプル
メーカーハイバン ハイバック○ 88,200円が 28,700円メ

コーナー３点セット 192巾SPV 黒 コンパクトタイプ
肘付 シンプル 現品処分 ○ 68,250円が 26,600円メ

TVボードセット261巾パールホワイト 国産 ハイバン品
大型TV収納可 現品処分 ○511,350円が249,000円メ

ＴＶボード 160巾ダークブラウン 引出3杯 強化シート
メーカーハイバン 現品特価 ○ 81,900円が 17,500円メ

ＴＶボード 200巾オーク ダークBR サイド収納
国産 現品処分 ○210,000円が 69,400円メ

ＴＶボード 145巾タモ材 ナチュラル 引戸
上棚付 国産 現品処分 ○168,000円が 53,900円メ

ＴＶボード 152巾エナメル ホワイト 引出し3杯
ガラス棚付 前板キズ 現品処分 ○131,250円が 37,100円メ

ＴＶボード 255巾アルダー チェリー色
現品処分 展示入替 ○601,650円が255,500円メ

ＴＶボード 120巾コーナータイプ 前板ムク 国産
バーズアイメープル柄 現品特価 ○288,000円が 42,900円メ

ＴＶボード 160巾ウォールナット材 フレームブラック
上部４枚扉 国産 現品処分 ○171,150円が 68,500円メ

ＴＶボード 140巾ダークブラウン ハイグロス カウンター
白メラミン 上置収納有 キズ有処分○147,000円が 53,900円メ

コーナーＴＶボード114巾オーク材 ナチュラル色 上棚付
照明付 下段４枚扉 現品キズ有 ○168,000円が 67,700円メ

コーナーＴＶボード105巾ダークBR 強化紙 コーナータイプ
上部棚付 現品特価 ○ 79,600円が 29,500円メ

コーナーＴＶボード116巾ウォールナットムク材 コーナータイプ
メーカー倒産 上部３枚扉 ○168,000円が 64,900円メ

コーナーＴＶボード125巾タモ材 ナチュラル色
上部棚付 楕円形 少々キズ有 ○ 99,500円が 39,900円メ

壁面ＴＶボード280巾ウォールナットムク材 国産
オール板扉 メーカー倒産 現品処分 ○996,000円が350,000円メ

壁面ＴＶボード250巾ダークブラウン 強化シート
収納多 現品処分 ○217,000円が119,000円メ

食器棚 100巾スライド大扉 ホワイト エナメル
メラミンカウンター 耐震ラッチ付 キズ有処分 ○134,400円が 43,000円メ

食器棚 60巾ラバームク材 ２枚扉 国産 シンプル
引出２杯 現品キズ有り ○ 52,500円が 17,500円メ

食器棚 120巾スライド大扉 ダークブラウン 片側板戸
収納大 発注ミス 現品特価 ○181,650円が 49,300円メ

食器棚 78巾ラバームク材 ダークブラウン
２枚扉 移動棚 ○ 73,500円が 25,900円メ

食器棚 95巾スライド大扉 ミラーガラス ハイグロスシート
ホワイト 内側キズ有 ○179,550円が 62,100円メ

食器棚 70巾エナメル ホワイト 大扉
内側引出し有 シルバー取手付 現品処分 ○ 88,200円が 29,400円メ

食器棚 60巾木目ナチュラル 耐震ラッチ付 ソフトダンパー扉
国産高級メーカー キズ処分 ○138,600円が 43,800円メ

食器棚 79巾ハイグロスシート シルバー 国産高級メーカー
ソフトクローザー引出し 現品特価 ○126,000円が 30,900円メ

食器棚 60巾上置付 ダンパー付天扉 デザインガラス
耐震ラッチ付 キズ有 処分 ○159,600円が 54,100円メ

食器棚 79巾エナメルホワイト ミストガラス
少々キズ有り 2枚扉 現品処分○ 84,200円が 27,900円メ

レンジボード 80巾ハイグロスシート 上ホワイト 下グリーン
国産 カウンターメラミン キズ有 ○110,250円が 39,900円メ

レンジボード 120巾カリモク グリーン UV塗装
スライド扉 全機能付 キズ有 処分 ○294,630円が 77,700円メ

レンジボード 60巾メルクシーパイン材 ライトブラウン
スライドカウンター付 カントリー 現品処分○ 60,900円が 12,900円メ

レンジボード 133巾フラップ扉 オープン部メラミン
フル機能付き ブラック 国産 処分 ○360,150円が118,500円メ

レンジボード 60巾アルダー材 ナチュラル シンプル
スライドカウンター付き 前板キズ ○ 81,900円が 35,300円メ

レンジボード 140巾スライド大扉 スライドカウンター 国産
オープン部分モイス付 キズ有 処分 ○252,000円が 69,500円メ

レンジボード 118巾ハイグロスシート ホワイト スライド扉
ソフトクローザー メラミンカウンター 裏板キズ ○154,350円が 47,300円メ

レンジボード 105巾スライド大扉 スライドカウンター付 
アルダー柄　ナチュラル  現品処分 ○ 98,700円が 42,500円メ

レンジボード 118巾木製 ブラウン色 スライドカウンター付
国産 3枚扉 現品処分 ○126,000円が 47,700円メ

レンジボード 80巾エナメル ホワイト オープンカウンター付
少々キズ有 処分 ○ 71,925円が 24,200円メ

レンジボード 157巾ハイグロスシート ホワイト 国産高級メーカー
モイス付 メラミンカウンター 在庫処分 ○189,000円が 68,200円メ

レンジボード 120巾エナメル ホワイト 3枚扉
ミストガラス 引出し箱組 在庫処分 ○126,000円が 26,100円メ

レンジボード 118巾ハイグロスシート ホワイト ソフトクローザー引出し付
国産高級メーカー ハイバン処分 ○152,000円が 60,500円メ

レンジボード 60巾引戸 白 スライドカウンター有
シンプル 少々キズ有 ○ 42,000円が 14,700円メ

レンジボード 76巾ミラーガラス ハイグロスシート ホワイト
スライドカウンター付 キズ処分○147,000円が 50,900円メ

レンジボード 140巾アルダー材 ナチュラル色 シンプル
引出扉 取手付 引出フルスライドレール 現品 ○113,400円が 52,300円メ

レンジボード 105巾パイン材 3枚扉 脚付
引出フルスライドレール付 変色 現品特価 ○111,300円が 38,600円メ

レンジボード 167巾ハイグロスシート ダークブラウン 国産高級メーカー
ソフトクローズ引出し 現品特価 ○235,200円が 98,900円メ

食堂５点セット135巾天板キズ ムク材
イス型違い 現品特価 ○ 92,400円が 9,400円メ

食堂３点セット 70〜100巾伸長式 ラバームク材 ブラウン色
回転イス 板座在庫処分 ○ 54,600円が 12,300円メ

食堂７点セット180巾ラバームク材 回転イス ライトブラウン
ちょい肘付 座面ベージュ 少々キズ有 ○ 99,750円が 29,500円メ

食堂４点セット 90〜120巾伸長式 ラバームク材 ラック付テーブル
ダーク色 イス回転 ペンチ付 現品処分 ○ 71,400円が 17,700円メ

食堂５点セット135巾ウォールナット材 ハイバックチェア 座面黒
天板少しヒビ有 現品処分 ○140,700円が 55,800円メ

食堂５点セット130巾テーブルオーク材 引出付 回転イス
ダークBR 座面ホワイト 現品キズ処分 ○ 96,600円が 24,200円メ

食堂５点セット135巾オークムク材 オイル仕上 ナチュラル色
ブランド品 少々難有 現品処分 ○133,350円が 80,000円メ

食堂７点セット180巾タモムク材 シンプル 肘付イス有
座面ブラウン ４本脚 ○224,700円が111,000円メ

食堂７点セット180巾ムク材 天板キズ イス型違い
イスキズ有 現品特価 ○143,325円が 27,200円メ

食堂７点セット165〜200巾伸長式 ウォールナット モダンデザイン
座面ベージュ 現品特価 ○149,100円が 63,900円メ

食堂４点セット135巾ウォールナットムク材 シンプルモダン
ハイバックチェア 座面黒 天板キズ有 処分 ○129,000円が 55,500円メ

食堂４点セット135巾ラバームク材 ライトブラウン ちょい肘付回転イス
座面アイボリー 現品処分 ○ 98,700円が 24,900円メ

食堂３点セット 80巾オーク材 シンプル 現品処分
ダークブラウン 背無しイス付 ○ 39,900円が 9,500円メ

食堂６点セット180巾タモ材 ナチュラル色 肘付イス
肘無 ベンチ 座面BR ハイバン 現品処分 ○205,000円が 82,900円メ

食堂５点セット135巾ラバームク材 ナチュラル色 回転イス
座面イエロー 少々キズ有 処分 ○147,000円が 46,800円メ

食堂５点セット135巾ラバームク材 シンプル ブラウン色
座面アイボリー 展示現品処分 ○119,600円が 47,700円メ

食堂５点セット180巾タモ材 ナチュラル色 自然
ミミ付 ベンチタイプ 板座 展示入替のため ○273,000円が115,000円メ

食堂４点セット135巾ラバームク材 カントリー ナチュラル色
天板かわいい柄有 天板キズ 処分 ○138,600円が 43,900円メ

食堂４点セット150巾ラバームク材 和風 肘付回転イス
ダーク色 片側ベンチ ハイバン 処分 ○124,740円が 47,800円メ

食堂７点セット180巾ラバームク材 ダークブラウン 回転イス
座面ブラウン 高級感有 メーカーハイバン ○228,900円が 83,200円メ

食堂５点セット135巾ラバームク材 ダークブラウン ４本脚
座面ベージュ シンプル メーカーハイバン ○122,850円が 43,300円メ

食堂７点セット180巾ラバームク材 ミディアムブラウン
シンプルデザイン 座面キャメル色 特価 ○108,780円が 37,100円メ

食堂５点セット135巾エナメル ナチュラル ４本脚
シンプルデザイン 座面ベージュ 現品特価 ○ 84,000円が 18,900円メ

食堂４点セット150巾ラバームク材 ブラウンアンティーク色 カントリー
回転イス 板座 片側ベンチ 天板ワレ ○137,550円が 47,900円メ

ダイニング５点セット100巾アルダー材 丸テーブル ブラウン
座面カバーリング 現品処分 ○105,000円が 38,900円メ

コーナーダイニング４点セット 120巾昇降式テーブル ブラウン色 ソファタイプ
カバーリング ブラウン 現品キズ ○175,350円が 75,000円メ

食堂イスバラ売り 回転 シンプル ブラウン
ナチュラル 　他多数 １0,000円

食堂テーブル
2,000円　〜

１8,000円5,000円　〜
バラ売り 90〜180 天然木 ブラウン
ナチュラル 少々キズ有　他多数

シングルベッドフレーム 104巾パイン材 スノコ床板 フラットステーション
少々キズ有り 在庫処分 ○ 38,400円が 8,200円メ

シングルベッド100巾薄型宮 コンセント2ヶ口 ライト・引出し付
ナチュラル色 ボンネルハードマット付 ○ 84,200円が 27,900円メ

ワイドダブルベッド153巾天然木突板 チョイ宮 コンセント付 
スノコ ステーションタイプ マット付○217,000円が 50,300円メ

セミダブルベッド121巾宮 ライト コンセント BOX引出し付
スノコタイプ 低反発ポケット付 処分○169,000円が 75,600円メ

ダブルベッド141巾フラットタイプ ブラウン色 国産ポケットマット付
深引きBOX引出し3杯 処分○168,500円が 61,300円メ

脚付マット 97巾脚付ボンネルマットレス
アイボリー ブラック ○ 29,400円が 8,900円メ

シングルフレーム 103巾パイン材 二段ベッド用下台のみ
スノコ キズ有 現品処分○ 31,500円が 6,900円メ

キングベッド200巾フラット ステーションタイプ
スノコ式床板 シングルマット2枚付 在庫処分○148,000円が 61,500円メ

ワイドダブルベッド154巾宮 ライト2灯付 BOX引出し スノコ
ダークブラウン色 国産ポケットコイル○164,100円が 68,900円メ

ダブルベッド140巾タモ突板 チョイ宮 ステーション
フラットタイプ 展示処分○135,000円が 51,500円メ

ダブルベッド142巾ヘッドボードLEDライト付 サイドBOX引出し
ナチュラル色 ハードマット付 限定品○114,000円が 44,700円メ

シングルベッド105巾ライト2灯付宮 ナチュラル色/ブラウン色有り
ハードマット付 限定品○ 79,800円が 29,600円メ

セミダブルベッド122巾チョイ宮 ライト コンセント付 スノコ床板
ダークブラウン グリーンハードマット付 ○104,000円が 39,900円メ

セミダブルベッド121巾ウォールナット突板 スノコ
シンプルステーションタイプ キズ 処分特価○129,600円が 47,100円メ

折りたたみベッド 96巾スノコタイプの折りたたみベット
フレームスチール 在庫処分○ 23,100円が 9,900円メ

ダブルベッド142巾国産フレーム ステーションタイプ 桐スノコ
ポケットコイルマット付 限定処分○176,000円が 61,800円メ

ワイドダブルベッド153巾チョイ宮 コンセント付 スノコ床板
ポケットコイルマット付 キズ処分 ○183,000円が 62,100円メ

シングルベッド100巾パイン材 スノコ床板 ナチュラル色
キズ処分 ハードボンネルマット付 ○ 48,000円が 19,400円メ

シングルベッド100巾タモ突板フレーム チョイ板ヘッドボード
色違い ハイバン品 ポケットコイル付 ○100,800円が 34,700円メ

シングルチェストベッド 105巾チェスト3つ付 フラットタイプ
ホワイト色 メーカーハイバン品 処分○ 88,600円が 29,000円メ

シングルベッド102巾宮・コンセント付 サイドBOX引出し
アウトレット品 展示処分○ 89,200円が 27,400円メ

ダブルベッド142巾タモ突板 ウレタン塗装 ナチュラル色 
4本脚 スノコ床板 国産ハードマット付 処分○121,800円が 47,200円メ

ワイドダブルベッド164巾ウォールナット突板フレーム
コンセント2ヶ口付 TiOTiOポケットマット付○176,500円が 59,500円メ

クィーンベッド173巾PVC張りフレーム リクライニングヘッドボード
ブラウン色 2枚マット付 処分○315,000円が138,900円メ

シングルベッド100巾ステーションフラットタイプ ピンク 
スノコ床板 ソフトポケットコイル付 処分○ 70,900円が 38,100円メ

籐いす53×56×SH17cm
回転ロータイプ ダークブラウン○ 21,000円が 7,700円メ

籐いす53×56×SH31cm
回転ミドルタイプ ダークブラウン○ 22,050円が 8,800円メ

籐いす53×56×SH40cm
回転ハイタイプ ダークブラウン○ 23,100円が 9,900円メ

ベビーウォーカー レトロな雰囲気です ○ 5,800円が 1,500円メ

○ 9,800円がメサマーベッド(折りたたみ）お庭に置いても楽しめそう… 4,800円
鎌倉彫り壁掛けミラー34×　×80cm

少々キズ有り ○ 19,800円が 3,900円メ

鎌倉彫りダストBOX 18×18×20cm
少々キズ有り ○ 9,800円が 4,100円メ

尾久杉和風電話台 30×24×30cm
少々キズ有り ○ 24,800円が 9,800円メ

尾久杉ダストBOX 17×17×21cm
少々キズ有り ○ 19,800円が 9,800円メ

電話台60×38×81cm タモ材 両開
引出箱組 鍵付 ナチュラル キズ有○ 38,850円が 14,800円メ

電話台50×34×83cm ラバームク材
天板ムク材 ダークブラウン 前板キズ○ 23,625円が 9,400円メ

電話台50×35×83cm エナメル ホワイト
スライドカウンター少々ななめ 処分○ 23,625円が 9,700円メ

FAX台60×38×81cm タモ材 両開
引出箱組 鍵付 ナチュラル キズ有○ 37,800円が 15,200円メ

ミニチェスト50×34×83cm エナメル ホワイト
長引きレール付 少々キズ有り 処分○ 23,625円が 9,900円メ

鎌倉彫り3段小引出し 19×20×24cm
少々キズ有り ○ 12,800円が 5,500円メ

ディズニープチタオル 20×20cm
ミッキー＆ミニー柄のプチタオルです○ 210円が 100円メ

カーペット(サンプル) 28×58cm　
ちょこっとした所に最適ミニサイズ     300円

カーテン(サンプル)丈夫な生地たくさん 300円

ハンドタオル付ぬいぐるみ キティーちゃんとマイメロちゃんの
背中にタオルが入ってるよ○ 1,575円が 700円メ ジュエリーケース 小さいお部屋に分かれてます○ 2,580円がメ

ドリンクサーバー みんなで集まった時に大活躍○ 7,875円がメ

ペアマグ淡いブルーとグリーンの色がきれいです○ 2,940円がメ

食器大小3個セット 気泡が入って涼しげなセットです○ 3,675円がメ

樹脂製ごみ箱 お部屋のアクセントになります
ピンク・グリーン・ブルー○ 3,990円がメ

革サンプル ソファーに使用している革サンプルです

キャンドル各種 炎のゆらめきに癒されます

ドボガンレーサー 木の車がカタカタ落ちてくるおもちゃです○ 3,990円がメ

ガーデンポットミニ3個セット キューブ型のかわいいガーデンポットです○ 1,890円がメ

ポケモンソフトサッカーボール φ13　やわらかいので
思いっきり遊んでも大丈夫○ 840円が 500円メ

長〜い枕45×90cm
ベビーミッキーとスティッチの柄入り○ 2,980円が 1,000円

1,800円
1,500円
3,500円
1,200円
2,500円
500円
50円〜

2,500円
1,000円

メ

モスキートネット ベッド上から吊るして
お姫様気分 ○ 2,480円が 1,000円メ

ポンポンフレグランス お部屋が素敵に香ります○ 1,050円が 500円メ

ローズスクエアクロック 17×17cm
バラの造花が入っている時計です○ 3,990円が 2,500円メ

ひんやりジェルマット 40×30cm
敷くだけでひんやりします○ 3,990円が 2,500円メ

マッサージクッション 35×35cm　
ふわふわクッションから心地よい振動が…○ 8,500円が 6,500円メ

ソファー生地のクッション 38×38cm
ソファーの生地を使っているので丈夫です○ 2,500円が 900円メ

花　台63×40×14cm
黒壇・紫壇など少々キズ有 29,800円〜 5,000円

ほのかおり(トレー付）お花形のロウがほのかに香る…○ 735円が 350円メ

バスキャンドルお風呂に浮かべて楽しめる○ 787円が 400円メ

肩たた木父の日プレゼントにどうぞ○ 3,150円が 1,500円メ

スピーカークッション ガチャピンとムックから音楽が…○ 2,480円が 1,000円メ

プチキャリー モコモコリュックに
ワンちゃんぬいぐるみ付○ 3,990円が 1,000円メ

歩くぬいぐるみ 歩いて止まって鳴きます○ 1,680円が 500円メ

カウンター120巾ホワイト色　天板強化ガラス  国産
引出フルスライドレール　少々キズ有 ○ 88,200円が 25,400円メ

カウンター 80巾ラバームク材　ナチュラル色　天板ムク材
キャスター付　前板キズ　国産 ○ 46,200円が 12,500円メ

カウンター117巾天板ステンレス　コンセント付
ダークブラウン色　少々キズ有　処分 ○ 51,975円が 18,900円メ

カウンター 90巾ラバームク材　天板ムク　スライドカウンター付
少々キズ有　現品特価 ○ 37,800円が 12,500円メ

カウンター135巾天板メラミン　ダークブラウン色　ソフトクローザー引出し
スライドカウンター付　現品特価 ○ 89,565円が 39,400円メ

カウンター120巾天板ステンレス　強化シート　スライドカウンター式
収納引出　現品特価 ○ 47,250円が 29,200円メ

カウンター下収納120巾プリント　ナチュラル色　スライド扉
スリムタイプ　少々キズ有　現品特価 ○ 50,400円が 17,500円メ

レンジ台 70巾エナメル　ホワイト色　収納大
スライドカウンター×２　現品特価 ○ 58,800円が 16,900円メ

レンジ台 60巾ホワイト色　ポリ板　スライドカウンター×２
少々キズ有　在庫処分 ○ 31,500円が 9,700円メ

レンジ台 60巾ラバーウッドムク材　ライトブラウン
天板ムク材　スライドカウンター付　現品特価 ○ 42,000円が 17,700円メ

レンジ台 84巾前板ラバームク材　ライトブラウン色
引出4段 扉収納有 現品特価 ○ 50,400円が 20,700円メ

レンジ台 60巾エナメルホワイト色　国産　スライドカウンター付
前板キズ有　処分 ○ 40,950円が 14,600円メ

ワゴン 58巾ラバームク材　天板タイル付
ミディアム色　収納付　現品処分 ○ 21,000円が 4,500円メ

カウンターチェア 38巾白と黒あり　ガス式　在庫処分
フレームシルバーメタリック　在庫処分 ○ 9,240円が 3,500円メ

カウンターチェア 39巾座面アッシュムク材　フレームスチール
カリモク　国産　廃盤処分 ○ 23,100円が 9,900円メ

サイドボード 105巾タモ突板　ダーク色　引出4段
スモークガラス　天板キズ有 ○115,500円が 35,000円メ

サイドボード 120巾オーク材　ブラック　天板ガラス
シンプルモダン　天板キズ有 ○ 92,400円が 39,500円メ

サイドボード 120巾アルダー材　ミディアム色　引出4段
ガラス扉付　メーカー廃盤 ○ 71,400円が 26,400円メ

サイドボード 124巾ケバンスムク　ナチュラル　３枚扉
中央下引出付　ガラス棚　メーカー廃盤 ○123,900円が 39,500円メ

サイドボード 150巾ナラ材　ダーク色　メーカー倒産
ガラス棚　北海道家具 ○264,600円が 98,900円メ

サイドボード 120巾ナラ材　ナチュラル　モダン
脚付　両サイド引出し　現品処分 ○135,450円が 81,200円メ

サイドボード 120巾アルダー材　ダーク色　天板キズ
スライド扉　格子タイプ　処分 ○ 59,535円が 26,900円メ

サイドボード 160巾アルダー材　ダーク色　引出し4段
３枚ガラス扉　メーカー廃盤 ○ 92,400円が 34,200円メ

サイドキャビネット 47巾オーク材　ナチュラル
メーカー廃盤　少々キズ有 ○ 97,020円が 49,200円メ

サイドキャビネット 50巾アルダー材　ナチュラル　オープン棚
少々キズ有り　処分 ○ 42,000円が 16,900円メ

サイドキャビネット 55巾オーク材　ダーク色　ブラック色
メーカー廃盤　少々キズ有 ○ 96,600円が 49,500円メ

飾り棚 66巾ラバームク　ブラウン色　クラッシックデザイン
ガラス棚　アンティーク調 ○136,500円が 37,900円メ

飾り棚 77巾マホガニー　ガラス棚　下段扉収納　
クラッシックモダン　現品 キズ有 ○218,400円が 99,900円メ

飾り棚 81巾ウォールナット　２枚扉　ガラス棚
照明付　モダン ○122,000円が 43,900円メ

飾り棚 70巾ダークブラウン　鏡面仕上げ　ガラス棚
照明付　モダン　現品処分 ○168,000円が 59,400円メ

シングルベッド100巾強化シート スノコ式 ポスチャーテックコイル
ホテルスタイルマット付キズ処分 ○162,800円が 44,900円メ

シングルベッド100巾タモ材ポケットコイルマット付
フラットタイプ ステーション ハイバン処分○126,800円が 52,800円メ

セミダブルベッド 122巾宮・ライト付 移動式手すり付
フランスベット ハードマット付 キズ処分○158,000円が 67,100円メ

ダブルベッド147巾シーリー製 レザー張りヘットボード
ダブルクッション クラウンジュエルマット付 処分○396,900円が189,200円メ

ワイドダブルベッド162巾ユーロピロートップ 5ゾーンクラウンジュエルマットレス
ヘットボード付 展示処分 ○593,250円が415,800円メ

ワイドダブルベッド156巾ライト付ヘットボード ステーションタイプ
チタンコレクションマットレス ユーロトップ 展示処分○477,700円が248,900円メ

シングルベッド101巾シングルヘットボード ナチュラル色 国産 チドリ
ポケットコイル付 現品特価処分 ○124,000円が 54,300円メ

シングルベッド100巾タモ材 ダークブラウンフレーム スノコ
ビーズ612ポケットコイルマット付 処分○129,200円が 59,100円メ

USクィーンベッド154巾シーリー最高級ベッド ダブルクッション
ヘットボード付 5ゾーン 特価処分○980,000円が431,100円メ

クィーンベッド169巾ナチュラル色 フラットヘットボード
2枚マット付 国産メーカー キズ処分○248,000円が 81,900円メ

シングルベッド103巾シーリー製 ダブルクッション
スプリングフリーマット付 ダークブラウンヘットボード付展示処分○200,000円が118,000円メ

ワイドダブルベッド165巾宮 コンセント BOX引出し ライト付
ポスチャーテックコイルマット付 シーリー製 在庫処分○188,000円が125,200円メ

シングルベッド104巾サータ社製 宮 ライト コンセント付ヘットボード
ブラウン色 ポスチャー56マット付 処分○178,500円が135,800円メ

シングルベッド100巾6.5巻ポケットコイル ソフトタイプ
ステージョン 国産品 ハイバン処分○140,000円が 88,400円メ

シングルベッド103巾チタンコレクションハードマット付
ステーションタイプ シーリー製 現品処分○184,400円が129,900円メ

シングル＋シングル 98巾クラウンジュエルマット マット汚れ有り
5ゾーン コンセント付フレーム スノコ式 処分○499,500円が211,500円メ

シングルベッド100巾センベラ ブルテックスマットレス
ナチュラル色 マット両面使えます 在庫処分○159,000円が 79,800円メ

セミダブルベッド122巾シーリーチタンマット付 汚れ有
ステーションタイプ 宮付 現品処分 ○218,500円が 93,500円メ

シングルベッド 97巾日本ベッド フラットBOX引出し付き ダークブラウン色
ビーズ312マット付 現品処分 ○126,000円が 81,900円メ

ダブルベッド143巾ガスハッチ フレームシンプルフラットタイプ
マットレスポケットコイル 純国産品 展示処分○308,000円が196,100円メ

ダブルベッド148巾布張り ステーションタイプ
BOXトップマット付 少々汚れ有り処分○176,900円が 91,500円メ

ダブルベッド146巾ポスチャー57サータマット付 ブラウン色 
棚ライト コンセント付きヘットボード 特価 ○262,250円が209,100円メ

シングルベッド101巾ウッドスプリング式フレーム ナチュラル色
100％ラテックスマット付 在庫処分○166,000円が 74,700円メ

シングルベッド101巾ヘットボード付 ダブルクッションタイプ 
ダークブラウン色 チタンコレクション 処分○289,600円が169,300円メ

シングルベッド100巾国産メーカーベッド ブラウン色 
ポケットコイルハードマット付 展示処分○178,000円が 96,200円メ
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下駄箱 60巾桐材 2枚扉 ミドルタイプ
シンプル キズ処分 ○ 38,500円が 9,700円メ

下駄箱 90巾パイン材 3枚扉 前板ルーバー調
ミドルタイプ キズ処分○ 43,800円が 22,800円メ

下駄箱 75巾強化シート プラスチック棚板
ブラウン色 ハイタイプ 展示処分

オーク材 スライド扉2枚 和風モダン
ロータイプ ハイバン処分

○ 40,950円が 19,500円メ

150巾 ○153,000円が 74,100円メ

下駄箱 120巾ラバー材 ロータイプ
約25足収納 国産品 ハイバン処分○ 73,500円が 49,700円メ

下駄箱 87巾セセンドック材 カサ立て付 ハイタイプ
洗える棚板 キズ処分 ○ 73,500円が 44,900円メ

下駄箱 90巾WH色 シンプル 取手付
ミドルタイプ 3枚扉 キズ処分○ 36,120円が 15,100円メ

50巾ラバームク材 ルーバー扉 ナチュラル色
国産 前板キズ 処分 ○ 56,700円が 18,900円メ

58巾強化シート ハイタイプ 2枚扉
ナチュラル色 キズ有り処分○ 45,150円が 29,300円メ

75巾ラバームク材 スリッパラック付
台輪すき間有り ナチュラル色 処分○ 59,850円が 23,800円メ

下駄箱

下駄箱
下駄箱
下駄箱

洋服タンス 118巾桐材 台輪引出し付
国産品 メーカーハイバン ○224,700円が 74,200円メ

洋服タンス 61巾エナメル ブルー ポール上下２段
内側ミラー付 キズ ○ 61,950円が 12,900円メ

洋服タンス 81巾エナメル塗装
下２段引出し箱組 ○ 60,800円が 29,200円メ

ワードローブ 60巾桐材 ２段吊り
少々キズ有 ○ 54,000円が 19,400円メ

洋服タンス 118巾桐材 下２段引出し箱組
少々キズ有 ○ 69,500円が 28,600円メ

洋服タンス 80巾エナメル ホワイト ２枚扉
重ねタイプ 天板少々キズ有り ○ 47,250円が 15,000円メ

洋服タンス 90巾桐材 ブラウン 取手金具付
引出3杯 国産 現品特価 ○134,400円が 42,900円メ

ワードローブ 105巾タモ材 内部桐材 ミラー付
ネクタイ掛付 前板キズ 色付 ○151,200円が 46,600円メ

洋服タンス 80巾強化シート モダン 引出3杯付
内側ミラー付 少々キズ有 ○ 69,300円が 23,800円メ

ブレザータンス 61巾エナメル ホワイト 引出2杯
内側ミラー付 塗装不良 ○ 68,250円が 17,400円メ

洋服タンス 79巾パインムク材 カントリー ナチュラル
引出3杯 箱組 キズ ○ 95,550円が 37,100円メ

ブレザータンス 61巾エナメル ピンク 引出2杯
内側ミラー付 塗装不良 ○ 68,250円が 17,400円メ

洋服タンス 88巾ラインムク材 ライトブラウン
引出3杯 タイル付 塗装ムラ ○ 76,650円が 29,100円メ

洋服タンス 127巾ナラ材 北海道産
扉３枚開き戸 ○163,800円が119,900円メ

ワードローブ 105巾桐材 3枚扉 ナチュラル色
内側ミラー付 少々キズ有 ○ 97,650円が 36,700円メ

デスク 111巾クラシックモダン ブラウン
現品処分 少々キズ有 ○201,900円が 72,900円メ

３人掛ソファ 218巾イタリアブランド・二コレッティ　白
総牛革張り 現品処分 ○475,500円が235,000円メ

チェア 41巾イタリアブランド・カリガリス 
アクリル 各色処分 ○ 23,236円が 10,000円メ

チェア 52巾イタリアブランド・カリガリス 
アクリル モダンデザイン 各色処分 ○ 26,985円が 12,000円メ

 花 台 33巾イタリアブランド・カリガリス チェリー  
モダンデザイン 現品処分 ○ 32,130円が 16,000円メ

タオルハンガー 35巾イタリアブランド・カリガリス ダークオーク
シルバー モダンデザイン 現品処分 ○ 37,590円が 18,000円メ

タオルハンガー 38巾イタリアブランド・カリガリス ダークオーク
シルバー モダンデザイン 現品処分 ○ 36,300円が 17,000円メ

チェア 42巾イタリアブランド・カリガリス ゼブラ
シルバー モダンデザイン 現品処分 ○ 23,085円が 10,000円メ

１人掛けソファ103巾イタリアブランド・カリガリス ゼブラ 
アイボリー モダンデザイン 現品処分 ○136,000円が 39,000円メ

１人掛けソファ105巾世界的ブランド・NATUZI 総革
ブラウン メーカーハイバン 現品特価 ○150,000円が 41,200円メ

２人掛けソファ154巾世界的ブランド・NATUZI 総革
アイボリー メーカーハイバン 現品特価 ○196,000円が 53,900円メ

３人掛けソファ199巾世界的ブランド・NATUZI 総革
ブラック メーカーハイバン 現品特価 ○276,000円が 95,000円メ

モーションソファ000巾世界的ブランド・VIOLINO 総革 少々難
ブラウン モーションタイプ ハイバック ○280,000円が 98,000円メ

シェーズロングソファ 293巾世界的ブランド・VIOLINO 総革 少々難
アイボリー 首リクライニング モダン ○347,000円が198,000円メ

コーナーソファ261巾世界的ブランド・VIOLINO 総革 オレンジ
コーナータイヤ 革ハイバン 現品特価 ○419,000円が278,000円メ

ハイチェスト 90巾エナメル 赤 引出箱組
レール付 塗装不良 ○ 52,500円が 18,300円メ

ハイチェスト 80巾ラバームク材 長引きレール付
ライトブラウン 天面少々めくれ有 ○ 31,500円が 9,500円メ

ハイチェスト 90巾桐材 ランジェリーケース 鍵付
底板12㎜ ベタ底 台輪引出し ○136,500円が 55,500円メ

ハイチェスト 80巾桐材 引出しレール付
箱組引出し 中央小引き２杯 ○ 43,900円が 29,700円メ

ハイチェスト 120巾ウォールナット 引出し箱組 ダンパー付
試作品 現品処分 ○120,750円が 44,900円メ

ハイチェスト 79巾ナラ強化シート 引出しレール付
三段チェスト 箱組 ○ 67,200円が 32,900円メ

ハイチェスト 80巾エナメル塗装 引出し箱組
フルスライドレール付 小引き２杯付 ○ 48,300円が 18,500円メ

ハイチェスト 80巾桐材 引出し箱組 三段レール付
タワーチェスト 重ねタイプ ○ 54,800円が 36,900円メ

ハイチェスト 80巾桐材 天板穴あき 
上段小引き２杯 地板入り ○ 31,500円が 7,500円メ

ハイチェスト 80巾強化シート ブラウン 引出し箱組
フルスライドレール 側板キズ ○ 66,150円が 19,200円メ

ワイドチェスト 149巾桐ムク材 ナチュラル色 箱組
レール付 国産 現品特価 ○ 91,875円が 37,500円メ

ハイチェスト 80巾強化シート 引出し深引き 小引き２つ付
レール付 ツートンカラー ○ 68,000円が 21,900円メ

ハイチェスト 88巾桐材 前板23㎜ ウレタン塗装
引出し箱組 全段ダンパーレール付 ○ 77,000円が 34,100円メ

ハイチェスト 105巾桐材 ランジェリーケース付 鍵付
底板12㎜ ベタ底 ハイバン特価 ○155,400円が 60,500円メ

ハイチェスト 60巾ウォールナット 引出し箱組
ダンパー付 試作品 現品処分 ○ 78,750円が 28,700円メ

ハイチェスト 70巾桐材 長引フルオープンレール
箱組 キズ ○ 46,200円が 16,800円メ

ハイチェスト 85巾ナラ材 北海道産 引出し箱組
中央に小引き出し２杯 ○124,950円が 94,900円メ

ハイチェスト 80巾桐材 ウレタン樹脂塗装
箱組 レール付 現品処分 ○ 71,500円が 21,700円メ

ハイチェスト 73巾強化シートラッピング ダークブラウン色
引出し箱組 スライドレール付 現品処分 ○ 44,800円が 9,900円メ

ハイチェスト 90巾桐材 引出し フルスライドレール付
箱組 底板12㎜ ベタ底 ○ 57,750円が 33,400円メ

ローチェスト119巾前板桐材 ４段チェスト
右側小引き４杯 地板入り ○ 31,500円が 9,700円メ

ローチェスト120巾前板桐材 大引出しレール付
上段小引出し3杯 ○ 40,950円が 21,300円メ

ローチェスト120巾前板ムク材 箱組引出し
引出しフルオープンレール付 ○ 46,200円が 19,600円メ

ローチェスト 80巾オークエンビ ナチュラル 箱組
長引きレール付 少々キズ ○ 32,550円が 9,500円メ

ローチェスト119巾前板ハギ材 ナラムク板 箱組
ベタ底 国産品 ○123,900円が 89,900円メ

ローチェスト120巾前板桐材 ４段チェスト 右側小引き４杯
大引出しスライドレール付 ○ 43,500円が 18,900円メ

ローチェスト100巾パイン材 箱組 脚付 ナチュラル
引出しフルオープンレール付 キズ有 ○ 73,500円が 26,200円メ

ローチェスト119巾エナメル ブルー 箱組 フレーム白
フルスライドレール付 処分 ○ 48,300円が 18,900円メ

ローチェスト120巾桐材 ウレタン塗装 床板9㎜
引出し全般ダンパーレール付 ○ 77,000円が 34,300円メ

ローチェスト119巾前板ラバームク材 箱組
引出しレール付 ○ 71,400円が 25,500円メ

ローチェスト105巾桐ムク材 スライドレール付
シンプル 前板キズ ○ 35,700円が 13,900円メ

ローチェスト 80巾ウォールナット 引出しダンパー付
箱組 シンプル 試作品 処分 ○ 65,625円が 23,900円メ

ローチェスト119巾エナメル ピンク 箱組 フレーム白
フルスライドレール付 処分 ○ 48,300円が 18,900円メ

ローチェスト118巾タモ柾目 アリ組引出し 底板9㎜
全段フルスライドレール付 深引き ○ 76,500円が 32,900円メ

ローチェスト120巾エナメル塗装 引出しフルオープンスライドレール
小引き無し キズ有 ランジェリーケース入 ○ 52,500円が 20,100円メ

ローチェスト118巾タモ材 引出箱組 レール付
ブラウン 塗装不良 現品処分 ○ 77,700円が 27,000円メ

ローチェスト120巾オークエンビ ナチュラル 箱組
長引きレール付 少々キズ ○ 39,375円が 16,000円メ

ローチェスト105巾アルダー材ムク フルオープンレール 箱組
ナチュラル シンプル 少々キズ ○ 91,350円が 32,100円メ

ローチェスト120巾桐材 ブラウン 箱組
レール付 キズ 汚れ有 ○ 49,350円が 18,600円メ

ローチェスト118巾エナメル ライトレモン入色 長引きレール付
シンプル 少々キズ フレーム白○ 38,325円が 15,500円メ

こたつ120巾 ○ 35,700円が 8,000円メ

こたつ120巾 ○ 71,400円が 15,800円メ

こたつ150巾 ○ 84,000円が 19,300円メ

こたつ105巾 ○ 63,000円が 18,500円メ

中高こたつ 120巾 ○ 83,600円が 27,100円メ

こたつ180巾 ○ 90,300円が 29,500円メ

こたつ150巾 ○ 95,000円が 49,200円メ

こたつ120巾シンプルこたつ 天板ワインレッド色 
600Wハロゲンヒーター 継脚式 処分

強化シート 継脚式 600Wヒーター
ライトブラウン色 UV塗装

タモ材 ナチュラル色 継脚式
手元コントローラー 在庫処分

ブラウン色 タモ材 折脚 
デザインチギリ入り 特価処分

強化シート 二重天板 シンプルデザイン
ブラウン色 600Wヒーター

中高こたつ 600Wヒーター手元コントローラー
ウォールナット突板 処分

栓突板 和風タイプ 在庫処分 
温風600Wヒーター 手元コントローラー

国産こたつ ケヤキ天然杢突板

タモハギ材 うづくり仕上げ ウレタン塗装
市松模様 国産品 処分

ハイグロス天板 WH＆BR 継脚式
UV塗装 600Wヒーター

タモ材 ナチュラル色 特価処分
600Wハロゲンヒーター手元コントローラー

UV塗装 継脚タイプ プリント化粧板
600Wヒーター付 手元コントローラー

天然木突板 600W温風ヒーター 
手元コントローラー 折脚式 展示処分

丸コタツ 天板一部ガラス付 
600Wヒーター 国産品 特価

天然木突板 継脚 ブラウン色
リビング OR シンプルデザイン

ウォールナット材 15％省エネヒーター
八角形 国産品 展示処分

メープルとウォールナット組合せ天板
600Wヒーター 在庫処分

正方形75 シンプルデザイン 中間スイッチ
ホワイト色 ファンレスヒーター 現品処分

タモ材 ナチュラル色 手元コントローラー
継脚式 少々難有り処分

ナラ化粧板 継脚 日本製
600Wヒーター 特価処分

硬質ウレタン600W手元コントローラー

○ 60,900円が 29,600円メ

こたつ135巾 ○153,300円が 94,500円メ

こたつ120巾 ○ 63,000円が 26,700円メ

こたつ120巾 ○ 68,000円が 25,100円メ

こたつ120巾 ○ 43,400円が 15,800円メ

こたつ150巾 ○ 86,835円が 33,300円メ

こたつ 90巾 ○ 76,800円が 24,300円メ

こたつ120巾 ○ 59,200円が 17,900円メ

こたつ105巾 ○124,250円が 42,300円メ

こたつ120巾 ○ 78,200円が 27,400円メ

こたつ

こたつ
こたつ

75巾 ○ 31,700円が 7,600円メ

150巾 ○ 75,000円が 19,900円メ

120巾 ○ 63,000円が 24,100円メ

掛・敷セット 205巾120センチ用こたつ掛・敷セット
ブラウン&グレー色　展示処分 ○ 45,360円が 16,900円メ

掛・敷セット 205巾120センチ用こたつ掛・敷セット
ピンク色　在庫処分 ○ 24,300円が 5,700円メ

掛・敷セット 205巾150センチ用こたつ掛・敷セット
ブラウン色　在庫処分　○ 39,200円が 11,900円メ

掛・敷セット 205巾120センチ用こたつ掛・敷セット
ワイン色　グリーン色　チョコ色　モカ色　ブラック色5色　展示処分 ○ 44,020円が 21,900円メ

掛・敷セット 205巾150センチ用こたつ掛・敷セット
ブラウン・ベージュ色　展示処分 ○ 49,400円が 19,600円メ

掛・敷セット 205巾180センチ用こたつ掛・敷セット
ブラウン・花柄生地　展示処分 ○ 48,000円が 21,500円メ

掛・敷セット 205巾120センチ用こたつ掛・敷セット
ブラウン・ベージュ色　展示処分 ○ 39,480円が 15,900円メ

掛・敷セット 205巾120センチ用こたつ掛・敷セット
高級感ある生地　国産品　展示処分 ○ 66,000円が 27,500円メ

掛・敷セット 205巾120センチ用こたつ掛・敷セット
薄いベージュ色　国産品　展示処分 ○ 23,760円が 9,900円メ

敷のみ 190巾120センチ用こたつ掛・敷セット
ふっくら敷ふとん（厚さ４０㎜）ベージュ色　在庫処分 ○ 25,600円が 11,900円メ

一枚板224巾ゼブラ
かなりソリ有り ○480,000円が300,000円メ

一枚板160巾けやき
多少のソリ、キズ、ワレはあります○380,000円が300,000円メ

一枚板150巾米松
多少のソリ、キズ、ワレはあります○140,000円が100,000円メ

一枚板180巾かつら
少のソリ、キズ、ワレはあります ○200,000円が150,000円メ

一枚板230巾パドゥーク
多少のソリ、キズ、ワレはあります○250,000円が200,000円メ

一枚板210巾もみ
多少のソリ、キズ、ワレはあります○240,000円が200,000円メ

一枚板180巾米ひば
多少のソリ、キズ、ワレはあります○150,000円が100,000円メ

一枚板180巾米ひば
多少のソリ、キズ、ワレはあります○150,000円が100,000円メ

一枚板200巾米ひば
多少のソリ、キズ、ワレはあります○170,000円が120,000円メ

一枚板199巾スプレス
多少のソリ、キズ、ワレはあります○200,000円が170,000円メ

一枚板230巾けやき
多少のソリ、キズ、ワレはあります○350,000円が300,000円メ

一枚板150巾ブビンガ
多少のソリ、キズ、ワレはあります○250,000円が220,000円メ

一枚板150巾タモ
多少のソリ、キズ、ワレはあります○200,000円が180,000円メ

一枚板228巾栃
多少のソリ、キズ、ワレはあります○680,000円が600,000円メ

一枚板200巾ベソ
多少のソリ、キズ、ワレはあります○380,000円が330,000円メ

一枚板160巾PNGウォールナット
多少のソリ、キズ、ワレはあります○250,000円が210,000円メ

一枚板155巾ウォールナット
多少のソリ、キズ、ワレはあります○300,000円が270,000円メ

ハギ材180巾ウェンジ
多少のソリ、キズ、ワレはあります○240,000円が190,000円メ

ハギ材200巾ウォールナット
多少のソリ、キズ、ワレはあります○350,000円が280,000円メ

ハギ材200巾樺
多少のソリ、キズ、ワレはあります

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので

展示現品なので
○180,000円が130,000円メ

書 棚 70巾ビーチ材　ナチュラル色
モダンデザイン　現品処分 ○113,400円が 31,800円メ

書 棚 45巾ダーク色　組立品
棚板移動式　現品処分　○ 5,980円が 3,000円メ

書 棚 69巾オーク材　ナチュラル＆ホワイト色
モダン　現品処分 ○105,000円が 39,500円メ

書 棚 80巾オーク柄　フラップ扉
ナチュラル色　オープン棚有　現品処分 ○ 79,800円が 27,700円メ

フリーボード 80巾ラバームク材　ブラウン色
シンプル　２枚扉　メーカー協賛特価 ○ 62,475円が 23,900円メ

フリーボード 110巾ホワイト色　シート　メーカー廃盤
少々キズ有　現品処分 ○ 35,595円が 17,800円メ

ミドルボード 60巾ラバームク材　ブラウン色　２枚扉
シンプル　メーカー協賛特価 ○ 46,200円が 17,800円メ

ミドルボード 90巾ラバームク材　ナチュラル色　３枚扉
シンプル　メーカー協賛特価 ○　56,700円が 21,900円メ

ミドルボード 80巾ホワイト色　エナメル　引出付
２枚扉　国産　少々キズ有り ○ 54,600円が 19,300円メ

ミドルボード 90巾ホワイト色　エナメル　引出付
２枚扉　国産　少々キズ有り ○ 67,200円が 23,500円メ

パソコンデスク 60巾ダークブラウン色　木目柄　引出付
超コンパクト　現品処分 ○ 12,600円が 5,500円メ

パソコンデスク120巾ダークブラウン色　チェストワゴン付　小棚付
フレームブラックスチール　在庫処分 ○ 25,200円が 13,700円メ

パソコンデスク120巾ナチュラル色　木目柄　チェストワゴン付
フレームブラックスチール 現品 ○ 42,000円が 13,200円メ

パソコンデスク 60巾強化シート　ダークブラウン色　シンプル
試作品　少々キズ有 ○ 46,200円が 11,700円メ

デスク 105巾ナラ材 引出3杯 ナチュラル・ブラウンツートン
国産　現品処分 ○ 79,800円が 20,900円メ

カジュアルデスク 90巾ホワイト色　エナメル　引出付
ピンク色　現品処分 ○ 36,750円が 13,700円メ

オフィスチェア 40巾ブラック・オレンジ色ツートン　足置付
キャスター付　特価 ○ 18,900円が 5,400円メ

オフィスチェア 41巾ピンク色　回転式　足置付
キャスター付　現品処分 ○ 11,550円が 2,500円メ

座 卓120巾タモ突板 4本脚
折脚式シンプルデザイン○ 36,500円が 9,500円メ

座 卓120巾
120巾

135巾

タモ集成無垢 4本脚
折脚式 国産品 在庫処分

タモ材 和風
太脚 在庫処分

カリモク タモ集成無垢
2本脚 国産品 展示処分

ウレタン塗装 栓突板 折脚タイプ
国産品 天板穴 修理品

ウォールナット材 折脚P式
国産品 ロータイプ使用できます

タモ材 和風タイプ
太脚 在庫処分

栓突板 国産品 折り脚P式
軽量タイプ 現品処分

タモ集成無垢 天板40mm
4本太脚 ブラウン色 処分

タモ材 UV塗装 ナチュラル色 
シンプルデザイン 展示処分

○ 86,800円が 33,000円メ

○ 38,600円がメ

○ 59,910円がメ

座 卓 16,200円

座 卓150巾 ○158,000円が 75,000円メ

座 卓120巾 ○ 44,000円が 6,000円メ

座 卓120巾 ○ 62,000円が 36,100円メ

座 卓150巾 ○ 42,700円が 19,400円メ

座 卓105巾 ○ 45,000円が 7,800円メ

座 卓 ○187,740円が 92,300円メ

座 卓120巾 11,900円

ドレッサー（1面鏡）55巾ダークブラウン・ホワイト色２色
片袖引出し付　国産品 処分○ 32,655円が 19,700円メ

ドレッサー（1面鏡）65巾強化シート 一面鏡机タイプ
イス付 ライトコンセント付 処分 ○124,320円が 54,100円メ

ドレッサー（半3面鏡）60巾タモ材 半三面鏡 天板ガラス 
引出し仕切り板付 ライト・コンセント付 特価 ○ 79,800円が 39,200円メ

ドレッサー（1面鏡）60巾強化シート ナチュラルシート 裏収納付き
下部カガミ移動式 展示処分○ 60,000円が 28,900円メ

ドレッサー（1面姿見収納）59巾姿見一面鏡 裏収納付 
横チェスト付 キズ有り処分 ○161,700円が 78,400円メ

ドレッサー（1面鏡）65巾アンティーク色 一面鏡
ガラス天板 裏収納付 国産品処分 ○ 91,510円が 54,700円メ

ドレッサー（1面鏡）66巾タモ材 引出し仕切り板付
扉 彫刻入り 展示処分 ○ 78,000円が 38,600円メ

ドレッサー（半3面鏡） 72巾サクラ色 両袖タイプ 天板ガラス付
照明付 鏡裏収納有り○105,000円が 47,700円メ

ドレッサー（半3面鏡） 72巾アンティーク調タモ材 裏収納
アクセサリートレー ライト付 ○107,100円が 57,200円メ

ドレッサー（半3面鏡） 60巾強化シート LEDライト付
ナチュラル色 イス付 国産品処分 ○ 78,015円が 39,300円メ

布団シングル 150巾ホワイトダック85%　立体キルト　軽量素材
ゴールドラベル　かさ高13センチ ○ 59,400円が 19,700円メ

布団シングル 150巾ポーランド産　マザーグース93%
２枚合わせ　ロイヤルゴールドラベル ○124,500円が 69,000円メ

布団ダブル190巾日本製　ホワイトダック85%
ピーチスキン加工　ダウンパワー320 ○ 89,400円が 29,100円メ

パット 95巾冷やす・温める
両方の温度調節ができます ○ 89,600円が 46,900円メ

布団３点パック150巾ボックスシーツ　抗菌防臭
ウォッシャブルで清潔に保ちます ○ 25,800円が 15,800円メ

布 団 95巾低反発折りたたみ３分割　６㎝の薄型
サイドは洗えます ○ 39,900円が 31,900円メ

布 団 95巾ベロア素材を使い高級感のあるカバー
高さ７㎝でもボリュームがあります ○ 66,150円が 53,100円メ

枕 テンピュール枕
店内在庫処分　20％引き 20%OFF

布 団150巾ロイヤルゴールドラベル マザーグース93% 
ダウンパワー410 　　グレー色（シングル） ○ 96,400円が 44,800円メ

布 団150巾ダウン95％ フェザー5％
詰め物重量1.3kg　フランスベッド製 ○126,900円が 28,100円メ

布団３点パック120巾ウォッシャブル3点パック
ボックスシーツ　展示在庫処分 ○ 5,990円が 4,700円メ

布 団150巾冷え性の方におすすめ　光電子羽毛布団
遠赤外線効果で体を温めます ○ 70,000円が 59,500円メ

枕 60巾快眠条件を満たした新感覚まくら
水洗い可能で衛生的 ○ 24,780円が 15,800円メ

枕 60巾スーパーソフトなモチモチ感と
きわだつ耐圧分散性があります　展示処分 ○ 10,290円が 7,900円メ

布 団150巾エクセルゴールドラベル
ダウン90％ フェザー10％ フランスホワイトダック　現品処分 ○ 24,800円が 12,500円メ

フリースタイルデスク100巾
パイン材 ホワイト フリースタイルタイプ
ライト付 少々キズ有

○ 66,150円が

17,300円
メ

フリースタイルデスク100巾
くろがねコンポーネントデスク バーチ材 ブラック
LEDライト付 ハイタイプ 少々キズ

○134,400円が

36,500円
メ

学習机100巾
ラバー材 ミディアム色 シンプル
ロータイプ ライト付 現品処分

○ 73,500円が 27,200円メ

学習机105巾
パイン材 ホワイト ハート柄付 取手花柄
リフティングワゴン ライト付 処分

○ 89,600円が 19,400円メ

フリースタイルデスク100巾
ラバームク材 ミディアム色 フリースタイル
ライト付 ロータイプ 在庫処分

○126,000円が

29,400円
メ

学習机110巾
マルニ ナラムク材 ナチュラルホワイト
ロータイプ シンプル 現品処分

○123,900円が

74,300円
メ

フリースタイルデスク100巾
パイン材 ホワイト フリースタイルタイプ
ライト付 少々キズ有

○ 66,150円が

17,300円
メ

フリースタイルデスク100巾
くろがねコンポーネントデスク バーチ材 ブラック
LEDライト付 ハイタイプ 少々キズ

○134,400円が

36,500円
メ

学習机100巾
ラバー材 ミディアム色 シンプル
ロータイプ ライト付 現品処分

○ 73,500円が 27,200円メ

学習机105巾
パイン材 ホワイト ハート柄付 取手花柄
リフティングワゴン ライト付 処分

○ 89,600円が 19,400円メ

フリースタイルデスク100巾
ラバームク材 ミディアム色 フリースタイル
ライト付 ロータイプ 在庫処分

○126,000円が

29,400円
メ

学習机110巾
マルニ ナラムク材 ナチュラルホワイト
ロータイプ シンプル 現品処分

○123,900円が

74,300円
メ

衣装ケース100巾桐材 引出し2杯深引き
ロウ引き仕上げ 処分 ○ 27,300円が 11,800円メ

和茶棚 89巾ケヤキ無垢 ウレタン塗装
カットガラス 側板タモフラッシュ 展示処分 ○339,150円が178,300円メ

和茶棚 84巾ケヤキ材 前板ケヤキ突板
側板栓突板フラッシュ 国産品 処分 ○166,950円が 99,400円メ

ローチェスト121巾総桐タンス 民芸調取っ手付
４段チェスト 在庫処分特価 ○ 85,000円が 40,000円メ

和タンス109巾盆付桐タンス キズ処分
下台引出し上台扉重ねタイプ ○163,000円が 76,300円メ

ハイチェスト 106巾桐材ハイチェスト 引出し５杯
民芸調取っ手付 キズ処分 ○105,000円が 45,100円メ

衣装ケース100巾引出し３杯 総桐着物ケース
ロウ引き仕上げ 展示処分 ○ 34,650円が 12,900円メ

囲炉裏114巾桐材天板 炭入れ有り
引出し付 民芸調取っ手付 処分 ○ 96,500円が 52,500円メ

火鉢 90巾ケヤキ無垢板ウレタン塗装 処分
天板鋼板入り 国産品 ○249,000円が 77,700円メ

角棚140巾ケヤキ材 棚４段 コーナータイプ
棚板移動式 展示処分 ○129,300円が 54,100円メ

上置仏壇 38巾紫檀色　伸出付
天面・側面キズ有 ○ 58,000円が 7,500円メ

上置仏壇 42巾紫檀色　伸出付
天面カドキズ有 ○ 68,000円が 9,000円メ

上置仏壇 45巾紫檀色　伸出付
天面塗装不良 ○ 78,000円が 10,500円メ

仏　壇 68巾タモ材　ケヤキ色
外扉不具合有 ○880,000円が124,600円メ

仏　壇 53巾タモ色　現代仏壇
入替処分 ○298,000円が 73,500円メ

仏　壇 56巾鉄刀木色　二重扉
入替処分 ○480,000円が114,000円メ

仏　壇 68巾紫檀色　二重扉
収納式経机　入替処分 ○650,000円が146,200円メ

仏　壇 68巾竹材仏壇
下台扉不具合処分 ○945,000円が222,000円メ

仏　壇 72巾国産ムク　紫檀色
展示処分 ○640,500円が176,000円メ

仏　壇 80巾タモ材　ケヤキ色
新関東型　収納式経机 ○880,000円が246,000円メ

仏　壇 67巾タモ材　ケヤキ色
二重扉　台輪引出　キズ処分 ○1,050,000円が236,000円メ

仏　壇 67巾タモ材　古代色　二重扉
台輪引出　キズ処分 ○1,050,000円が241,000円メ

仏　壇 66巾竹材　ダウンライト付
キズ処分 ○1,050,000円が243,000円メ

仏　壇 68巾ポプラムク材　紫檀色
試作品処分 ○945,000円が195,000円メ

仏　壇 60巾ポプラムク材　紫檀色
試作品処分 ○892,500円が127,000円メ

玄関マット60×90パキスタン製手織
ウール緞通マット ○ 35,000円が 12,800円メ

玄関マット 70×122パキスタン製手織
ウール緞通マット ○ 59,000円が 19,800円メ

玄関マット60×90 インド製手織り緞通マット＜コーカサス柄＞

インド製手織り緞通マット＜コーカサス柄＞

○ 30,000円が 9,800円メ

玄関マット 70×120 ○ 48,000円が 14,800円メ

玄関マット38×38インド製ギャペ柄
クッションサイズウールマット ○ 5,000円が 1,980円メ

玄関マット 60×90 インド製ギャペ柄ウールマット ○ 20,000円が 8,800円メ

玄関マット 70×120 インド製ギャペ柄ウールマット ○ 30,000円が 12,800円メ

玄関マット50×80 アクリルフックのボリューム感のある玄関マット ○ 3,990円が 2,980円メ

アクセントラグ 140×200 アクリルフックのボリューム感のあるカジュアル柄 ○ 30,000円が 16,800円メ

リビングラグ 185×185 ナデシコの花柄デザイン
防ダニ　ウォッシャブル ○ 12,000円が 5,800円メ

リビングラグ 185×240 ナデシコの花柄デザイン
防ダニ　ウォッシャブル ○ 18,000円が 6,980円メ

リビングラグ 190×240 綿・麻混のサラリとして風合

モダンデザインの綿混リビングラグ

○ 20,000円が 9,800円メ

リビングラグ 185×185 ○ 14,000円が 6,980円メ

リビングラグ 185×240 モダンデザインの綿混リビングラグ ○ 18,000円が 8,800円メ

無地カーペット 261×352 お医者さんがすすめる防ダニカーペット高さ6帖 ○ 18,000円が 9,800円メ

無地カーペット 176×261 お医者さんがすすめる防ダニカーペット高さ3帖 ○ 9,000円が 4,980円メ

無地カーペット 261×352 ハイカットローループの防ダニカーペット高さ6帖 ○ 28,800円が 14,800円メ

無地カーペット 176×261 ハイカットローループの防ダニカーペット高さ3帖 ○ 14,400円が 74,000円メ

輸入柄物ジュータン 200×250 遊牧民のジュータン
キャベ風デザイン ○ 50,400円が 25,200円メ

輸入柄物ジュータン 240×340遊牧民のジュータン
キャベ風デザイン ○ 82,900円が 39,800円メ

輸入柄物ジュータン160×230遊牧民のジュータン
キャベ風デザイン ○ 37,800円が 19,800円メ

輸入柄物ジュータン240×240 伝統的なクラシックデザインの織ジュータン ○ 79,800円が 39,800円メ

輸入柄物ジュータン240×340 伝統的なクラシックデザインの織ジュータン

お部屋のアクセントに使えるお手頃価格の柄物

○115,500円が 59,800円メ

輸入柄物ジュータン160×230 ○ 24,000円が 8,800円メ

輸入柄物ジュータン200×250 お部屋のアクセントに使えるお手頃価格の柄物 ○ 33,000円が 11,800円メ

輸入柄物ジュータン200×290 お部屋のアクセントに使えるお手頃価格の柄物 ○ 37,700円が 12,800円メ

平織ヨーロピアンジュータン200×250 ナチュラルテイストのサラッとして平織ジュータン ○ 25,000円が 9,800円メ

パキスタン製手織り緞通200×300 伝統的なホハラ柄デザイン緞通 ○462,000円が198,000円メ
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敷物 大処分！！仏壇 大処分！！

学習机100巾クロガネ 本体のみ 新品 ミディアム色
ダイレクト印刷 処分 ○ 84,000円がメ

学習机100巾クロガネ 上棚 本体色違い
ラバームク材 ハイタイプ 処分 ○115,500円が 24,500円メ

フリースタイルデスク 100巾くろがねコンポーネントデスク ホワイト
LEDライト付 ハート柄 キズ有 ○112,350円が 26,700円メ

フリースタイルデスク 100巾くろがねコンポーネントデスク 扉にハート
エナメルホワイト LEDライト ハイタイプ キズ ○134,400円が 39,700円メ

フリースタイルデスク 100巾くろがね ダイレクト印刷 ナチュラル色
ロータイプ LEDライト付 現品処分 ○ 98,600円が 33,300円メ

学習机103巾ヒカリサンデスク タモ材 カントリー
ホワイトナチュラル ライト付 現品処分 ○128,730円が 57,700円メ

学習机100巾エナメルホワイト 引出ブルー ワゴンなし
ライト付 ロータイプ キズ ○ 94,500円が 19,400円メ

学習机110巾カリモク ミディアム色 国産
ラバームク材 超高級品 現品処分 ○144,000円が 72,000円メ

フリースタイルデスク 100巾アルダー材 国産 引出内ひのき
可変タイプ シンプル 現品処分 ○140,700円が 59,400円メ

高さ調整デスク100巾オカムラピエルナコンパクト ライト付
ミディアム色 ワゴンちがい 展示処分 ○116,550円が 38,900円メ

ユニットデスク129巾コイズミ ラバームク材 ミディアム色
ユニット式 ライト付 現品処分 ○107,100円が 47,400円メ

ユニットデスク130巾ミディアム色 強化シート 本棚付
ワゴンなし 現品特価 ○ 73,500円が 9,500円メ

学習机本棚 95巾パイン材 ライトブラウン
ハイタイプ 本棚のみ 処分 ○105,000円が 7,300円メ

学習イス木製 回転 ワイド ピンク 板座 ダーク
ナチュラル 色々 1,000円〜

学習机100巾パイン材ムク カントリー ハート柄
ナチュラル キズ有処分 ホワイトライト無 ○ 92,400円が 16,100円メ

フリースタイルデスク105巾パイン材 ナチュラル カントリー
ハート柄 ライト付 ロータイプ キズ有 ○ 94,500円が 19,300円メ

フリースタイルデスク 100巾メラニン天板 ナチュラル ライト付
フリースタイル 展示処分 ○ 77,700円が 27,500円メ

フリースタイルデスク 100巾オクモト社製 ラバームク材 ホワイト
ハイタイプ ライト付 パーツブルー 少々キズ ○119,700円が 39,700円メ

高さ調整デスク 95巾高さ調整デスク パイン材
ナチュラル色 コンパクト 特価 ○ 66,150円が 15,500円メ

高さ調整デスク100巾イトーキ バーチ材 ホワイト 高さ調整デスク
本棚とりだし可 ライト付 現品処分 ○ 99,750円が 47,900円メ

学習机105巾パイン材 ライトブラウン カントリー
ライト付 扉付 ロータイプ キズ有 ○ 99,600円が 25,500円メ

9,000円

キズ物大市キキズズ物物大大市市家家家具具具の展示品 ハンパ物 キズ物
第8回

栃木県最大級！ 家具の大型専門店 大瀧ホームインテリア栃木県最大級！ 家具の大型専門店 大瀧ホームインテリア
不景気対策！
今までの家具1回やめます！
不景気対策！
今までの家具1回やめます！
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