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アンコ�ル

期間

大瀧ホームインテリア

アンコ�ル

栃木県最大級！家具の大型専門店

も う一回 や り ま す

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
メ
○
1,620円が
歩くぬいぐるみ 10×14×16
歩いて止まって鳴きます。
500円
メ
648円が
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。 ○
300円
11×12
メ
○
216円が
きせかえちゃんシール 女の子のきせかえシール。
100円
メ
324円が
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 ○
100円
伸長式 ライトブラウン色 メ
食堂４点セット90〜120巾 MDF天板
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
ブラウン色 回転イス ハイバック メ
食堂４点セット160巾 ラバーウッドムク材
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
ラバーウッドムク材 ブラウン色回転イス キャスター付
メ
食堂５点セット135巾 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
ブラウン色 クラッシックデザイン
メ 150,282円が
食堂５点セット200巾 ラバームク材
片側ベンチ ボリューム有 高級感有 現品特価 ○
75,600円
天板オーク突板 ブラウン ４本脚
メ 80,500円が
食堂７点セット165巾 シンプル 座面アイボリー キズ有 ○
27,400円
ばら売り
回転
シンプル
ナチュラル・ブラウン・色々
食堂イス
3,000円〜10,000円
スライド扉 引出2杯 下台開扉 メ
食器棚 60巾 ホワイト
シンプル コンパクト キズ有 ○ 64,800円が
16,500円
ホワイト ３枚扉 スライドカウンター付 引出４杯 メ
○
115,500円が
レンジボード 90巾 フルオープンレール 展示処分
44,900円
ケバンスムク材 ブラウン色 スライド３枚扉 メ
レンジボード134巾 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
ホワイト ３枚扉 カントリー調
メ 115,560円が
レンジボード105巾 ラバームク材
カウンタームク材 スライドカウンター付 少々キズ有 ○
47,100円
ホワイト エナメル塗装 スライドカウンター付
メ 54,000円が
カウンター 90巾 引出４杯 フルスライドレール 小キズ有 現品処分 ○
15,900円
ホワイト ２枚扉 キズ有 汚れ有
メ
○
25,920円が
TVボード（ロータイプ） 60巾 シンプル 棚板付 お祭りプライス
5,000円
ダークブラウン スライドガラス扉 メ
TVボード（ロータイプ）160巾 強化シート
中央引出 シンプル キズ有 現品処分 ○ 51,840円が
15,300円
ダーク色 収納大 国産高級 メ
壁面TVボード６点260巾 ゼブラ突板
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
布張り ベージュ コンパクト 可愛いデザイン メ
２人掛ソファ117巾 脚付 少々汚れ有 キズ有 処分 ○ 28,080円が 6,900円
ベージュ ミドルバック ボリューム有 メ
３人掛ソファ180巾 ソフトレザー
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
合皮 ダークブラウン 布張り風 コンパクト
メ 54,000円が
２．５人掛ソファ142巾 丸いデザイン 脚付 メーカーハイバン 処分 ○
18,300円
牛革張り ダークブラウン ミドルバック
メ
シェーズロングソファ252巾 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
天板ムク材 フルスライドレール付
メ 117,720円が
ハイチェスト 80巾 アルダー材
ナチュラル色 取手ブラウン キズ有 ○
26,100円
桐材 ライトブラウン ３段チェスト メ
○
29,850円が
ローチェスト120巾 引出中央タイル付 キズ有
9,300円
ホワイト 強化シート 引出９段 レール付 メ
タワーチェスト 60巾 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
ブラウン色 継脚式 メ
こたつ120巾 木目シート張り
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
ブラウン色 シンプル 脚付 ボンネルマット付 メ
○
54,000円が
シングルベッド100巾 メーカー協賛 現品のみ特価
15,500円
タモ突板 ステーション フラットタイプ メ
セミダブルベッド121巾 スノコ ナチュラル色 キズ有り処分 ○ 90,620円が 30,700円
ダークブラウン シンプルデザイン 脚付 メ
ダブルベッド141巾 オーク材
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
PVC 黒色 ヘッドソファタイプ ボリューム有 メ
○
165,200円が
ワイドダブルベッド 168巾 ポケットコイルマットレス 高密度ウレタン 現品処分
87,500円
国産 紫檀色 二重扉
メ
仏
壇 74巾 伸出式 合天床 キズ有 ○ 604,500円が 108,000円
ホワイト色 可変タイプ 女の子デザイン メ
フリースタイルデスク100巾 ラバーウッド材
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
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〜
ライトブラウン 平柱 キズ有 メ
二段ベッド103巾 パイン材
スノコ 星マーク付 シンプル 超特価 ○ 64,800円が
16,500円

に値引き！
残りものさら

7,888 点

具
家の

！
！

！
！

時間

地図は
裏面

平 日
土日祝

栃木県真岡市白布ヶ丘7-21
0120-28-8601 〒321-4331
TEL 0285-82-2469

