栃木県最大級！家具の大型専門店
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超〜魅力の家具

同業者の方へ
おわび申し上げます！

9,873点

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。

キズ物大市
キズ物大市

の

いっぱい出します！
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★中古家具の再生品はありません。
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★キャンセル・交換等はご遠慮願います。
税
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魅力あるアウトレット家具

（商品すべて書ききれません）

午後 午後

★

営業 平 日
時間 土・日・祝

午前 午前

5/ （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）
10：30〜 7：00
10：00〜 7：00

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。

食器棚・レンジボード

62,640円が 26,900円
食器棚 80巾
ハイグロスシート ホワイト 2枚扉 メ
○
食器棚 61巾引出付 国産 キズ有 シンプル 処分 79,920円が 18,900円
ナチュラル 2枚扉 メ
食器棚 80巾アルダー材
引出4段 取っ手付 キズ有 シンプル ○ 96,120円が 33,300円
マーブル色 2枚扉 メ
食器棚 59巾ハイグロスシート
ダンパー丁番 取っ手付 耐震ラッチ付 メーカーハイバン 処分○ 159,840円が 51,000円
エナメルホワイト 2枚開扉 オープンラック有 メ
食器棚 60巾引出2杯 取っ手付 現品特価 ○ 41,040円が 17,500円
ハイグロスホワイト 飛散防止ガラス メ
食器棚 117巾スライド大扉
国産高級メーカー 下台3枚扉 処分 ○ 159,840円が 64,300円
ホワイトウォッシュ カウンターブラウン メ
食器棚 70巾パイン材
2枚扉 ツートン 取っ手付 キズ有○ 116,640円が 35,300円
大扉 開戸 国産高級メーカー! メ
食器棚 60巾くもりガラス 少々キズ有 現品処分 ○ 144,720円が 31,200円
取っ手付 ダークブラウン 収納大 メ
食器棚 90巾スライド大扉
国産高級メーカー メーカーハイバン 現品処分 ○ 135,000円が 43,900円
スライド大扉 中に引出有 メ
食器棚 118巾ウォールナット材
国産高級メーカー 少々難有 現品処分 ○ 181,440円が 90,800円
ウォールナット材 2枚扉 ＯＰ3段 引出2杯 メ
レンジボード 70巾国産高級メーカー モイス付 現品処分 ○ 145,260円が 65,300円
ダーク色 モイス付 深引出レール付 メ
○ 123,120円が 42,200円
レンジボード 117巾開扉
3枚扉 ハイバン特価
パイン材 ダーク色 2枚扉 メ
レンジボード 60巾オープン部分有 下台扉 メーカーハイバン ○ 58,320円が 12,900円
ハイグロスシート ホワイト メ
レンジボード 140巾国産高級メーカー
4段引出 モイス付 ソフトクローザー 協賛品 ○ 181,440円が 69,500円
ブラウン色 スライド扉 メ
レンジボード 120巾ラバーウッド材
転倒防止引出 現品処分 少々キズ ○ 151,200円が 43,700円
ハイグロスゼブラホワイト スライド扉 モイス付 メ
レンジボード 89巾クアドロレール 国産 とじまるくん扉 チョイキズ ○ 174,960円が 59,800円
モイス付 スライド扉 現品特価 メ
レンジボード 117巾エナメルホワイト
深引出フルスライドレール スライドカウンター付 ○ 108,000円が 32,300円
ナチュラル色モイス付 特注キャンセル品
レンジボード 150巾タモ材
カウンタームク材 スライド扉 超高級品 ＯＰＥＮ 175,900円
アルダー材 スライドカウンター 耐震ラッチ付 メ
レンジボード 60巾コンセント付 メーカー協賛 現品のみ ○ 89,640円が 26,200円
3枚扉 ナチュラル色 モイス付 メ
レンジボード 98巾アルダー材
上台割れ有 国産高級メーカー 現品処分 ○ 151,200円が 29,700円
モイス付 2枚扉 引出3段 メ
レンジボード 78巾ハイグロスホワイト
国産高級メーカー スライドカウンター付 現品処分 ○ 118,800円が 44,000円
ハイグロスマーブル色 モイス付 スライド扉 国産 メ
レンジボード 156巾スライドカウンター付 メラミンカウンター 全段モーション ハイバン○ 360,720円が 162,300円
3枚扉 ダーク色 メ
レンジボード 105巾パイン材
シルバーつまみ 下台扉 メーカーハイバン ○ 84,240円が 28,900円
2枚扉 シルバー取っ手付 ＯＰ3ヶ所 メ
レンジボード 60巾ホワイト
スライドカウンター 国産 現品特価 ○ 55,080円が 18,300円
ダーク色 モイス付
メ
レンジボード 89巾開扉
深引出レール付 3枚扉 ハイバン特価 ○ 92,880円が 32,200円
ハイグロスホワイト 向かって右側側板穴あり メ
レンジボード 133巾国産高級品 モイス付 処分○ 272,160円が 103,500円
スライド扉 モイス付 ソフトクローズ メ
レンジボード 140巾ハイグロスホワイト
スライドテーブル付 メラミンカウンター 上台ワレ有 耐震扉 ○ 181,440円が 57,500円
大開扉 収納大 ホワイト メ
キッチンストッカー 60巾国産品 少々キズ有 現品特価 ○ 71,280円が 26,900円
パイン材 ダーク色 2枚扉 メ
シルバーつまみ 下台扉 メーカーハイバン ○

食 堂 セ ッ ト

無垢材 イス型違い メ
食堂5点セット135巾天板キズ
現品特価 少々キズ有 ○95,040円が
9,400円
伸長式 ＭＤＦ天板 ブラウン色 収納ベンチ付 メ
○73,440円が
食堂4点セット90〜120巾回転イス マガジンラック付 座ベージュ
17,700円
ナチュラル ハイタイプ 4本脚 メ
○
179,280円が
食堂5点セット150巾タモ材
64,800円
モダン シンプル ヒーターなし
伸長式 ラバームク材 片バタ天板 メ
食堂3点セット 72〜100巾ブラウン色 回転イス 板座 協賛品 ○ 56,160円が 13,900円
ブラウン色 和風モダン 回転イス メ
食堂4点セット140巾ラバーウッド
片側ベンチ 高級感有 協賛品 ○ 127,440円が 55,500円
天板ハイグロスホワイト 4本脚 フレームナチュラル メ
食堂3点セット 75巾シンプル
9,500円
座面ベージュ キズ有○ 39,900円が
ナチュラル色 ラバー材 天板突板 メ
食堂5点セット120巾シンプル 2本脚テーブル 座面アイボリー ○ 73,440円が 18,900円
ブラウン色 天板突板 イス型ちがい メ
○ 102,600円が 29,500円
食堂7点セット170巾フレーム無垢材
キズ有
豆型テーブル
メ
食堂5点セット175巾国産高級ブランド飛騨産業
クレセントチェア ナラ材 仕様変更のため処分 ○ 483,840円が 298,000円
天板メラミン スチール脚 モダン メ
食堂5点セット120巾座面黒ＰＶＣ メーカー協賛品 ○ 81,000円が 20,900円
ナチュラル色 片側ベンチ メ
食堂4点セット150巾ラバーウッド材
ハイバックチェア 座面アイボリー 回転イス ○ 108,000円が 38,400円
ナチュラル色 天板穴あり メ
食堂5点セット180巾オーク材
修理予定 4本脚 片側ベンチ シンプル ○ 263,088円が 84,300円
天板突板 ダークブラウン メ
食堂5点セット115巾ラバーウッド材
4本脚テーブル 座面ベージュ キズ有 ○ 59,400円が 17,900円
国産クルミ材 変形型天板 スチール脚 メ
食堂5点セット160巾合皮張チェア ブラウン 超高級品 ○ 296,500円が 125,700円
天板突板 ミディアムブラウン色 メ
食堂7点セット170巾ラバーウッド材
回転イス 2本脚テーブル 座面ダークベージュ ○ 80,500円が 27,400円
4本脚テーブル イス2脚 メ
食堂4点セット130巾ウォールナット材
片側ベンチ 座面黒 少々キズ有 展示処分 ○ 183,816円が 67,700円
ラバーウッド材 ナチュラル色 回転イス メ
食堂5点セット135巾肘付イス 肘付イス 座面ベージュ 少々キズ有 展示処分 ○ 106,920円が 35,400円
フレームナチュラル メ
食堂5点セット135巾天板ハイグロスホワイト
ハイバックチェア キズ有 現品処分 シンプル ○ 88,344円が 25,900円
デザインチェアー メ
食堂5点セット210巾ウォールナット＆オーク一枚板
超高級品 モダン 北海道メーカー キズ有 現品処分 ○ 563,960円が 279,400円
ラバーウッド材 ダークブラウン 4本脚 ハイバックチェア メ
食堂5点セット135巾天板少々ソリ有 シンプル キズ有 ○ 119,800円が 33,900円
ナチュラル色 天板ムク材 メ
食堂5点セット180巾ラバーウッド材
うづくり調 座面板座 片側ベンチ 現品特価○ 166,320円が 51,700円
タモ材 ナチュラル色 4本脚 メ
食堂5点セット120〜170巾伸長式
シンプルデザイン 座面ブラウン ○ 176,040円が 43,500円
タモ材 ナチュラル色 4本脚 ハイバックチェア メ
食堂7点セット180巾座面ブラウン 少々キズ有 入れかえのため ○ 244,080円が 93,900円
ダークブラウン 肘付イス メ
食堂5点セット150巾ラバーウッド材
座面ブラウン 広い座面 4本脚 処分 ○ 119,880円が 39,300円
ナチュラル色 板座 国産 メ
食堂5点セット150巾ナラ材
北海道 アール工房 モダンデザイン ○ 388,800円が 161,900円
4本脚 ブラウン 取手付椅子 メ
食堂7点セット180巾ラバーウッド材
座面グリーン ボリューム有 協賛品○ 155,520円が 45,400円
バラ売り 回転 シンプル ブラウン
食堂イスナチュラル 他多数
2,000円〜10,000円
バラ売り 90〜180 天然木 ブラウン
食堂テーブル ナチュラル 少々キズ有 他多数 5,000円〜18,000円

台所小物（レンジ台・カウンター）

イ ン テ リ ア 小 物
カーテン（サンプル）
100円
20×20
メ
○
216円が
ディズニープチタオル ミッキー＆ミニー柄
100円
14×19
メ
864円が
アンティーク調壁掛フック スプーンやフォークの先がフックになっています ○
500円
47×21×69
メ
○
15,000円が
アンティーク調ガラスキャビネット ブルー×白のかわいいキャビです
9,700円
アンティーク調ＢＯＸ サイズいろいろあります 700円〜
21×15×25
メ 1,620円が
アンティーク調ブリキ缶 アメリカンなイラストでフタ付です。○
980円
20×16×18
アンティーク調ブリキバケツ 取っ手がついて鳥のイラスト入ってます。 680円〜
メ 2.160円が
ニコニコ太っちょシェフ近くに居ると笑顔になります。 ○
シェフの置物 12×7×19
1,280円
36×54 金魚・かえる・うさぎ
メ 1,296円が
麻タペストリー 十二支柄があります ○
500円
10×14×16
メ
○
1,620円が
歩いて止まって鳴きます
歩くぬいぐるみ
500円
キーチェーン付
メ
626円が
バーバファミリー勢揃い ○
バーバパパ木製カスタネット φ4
200円
26×38 ブルー・ピンク
メ
○
864円が
ディズニー手ぬぐいタオル 懐かしい雰囲気のタオルです。
300円
20×6
メ
やわらかのりものシリーズ ふわっとやわらかい電車のオモチャ ○ 540円が 200円
φ6×11
メ 1,620円が
○
グラス5Ｐ箱入りセット a・Ｖ・Ｖのお花柄グラス
1,000円
25×15
革サンプル ソファーで使用している革のサンプルです 300円
メ 1,620円が
うさぎさんとマグカップのセットです ○
マグ＆ぬいぐるみ（箱入り）15×13×9
500円
7×7×5 人形付
メ
○
324円が
ブロックワーカーズ ブロックで作るカッコイイ乗物・人形付
50円
メ
○
216円が
きせかえちゃんシール 11×12
100円
女の子のきせかえシール
4×15
メ
○
216円が
勇者のボールペン 勇者の剣の形をしたボールペンです
100円
サラダバー 鍋敷 ミトン 菜箸 メ
○
1,080円が
バスケット付キッチンツール6点セット しゃもじ バスケット
300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。
100円
イエロー・ピンク・ブルー・グリーン ○
パスケースにノート、鉛筆、ケシゴム入り。メ
ディズニー文具セット スティッチ、プーさん、ミッキー ○ 540円が 200円
ガチャピンとムックから メ
○ 2,700円が 1,000円
スピーカー付クッション 35×35
音が聴こえます
まめ皿5枚セット 5色のまめ皿がトレーに入っています
100円
7×7×5
メ
カーズちょこまがりマックィーン ちょこちょこ曲がってビュンビュン走る ○ 864円が 500円
6×6×4
メ
○
324円が
モンスターコレクション ポケモンのキャラクターを集めよう
50円
サンプルの為、サイズ、柄、色
同じモノはありません。

ＴＶボード（ハイタイプ）

フレームホワイト サイドラック付 メ
ＴＶボード180巾ライト色
上置フラップ扉 下台割れ有 引出付 ○ 172,800円が 28,300円
ブラウン 強化シート 引出2杯付 少々キズ メ
ＴＶボード 120巾上棚オープンラック フレーム黒 現品特価○ 122,040円が 35,400円
カウンター部分ホワイト フラップ扉 メ
ＴＶボード 157巾ダークブラウン
下台引出有 オープンラック付 現品特価 ○ 207,360円が 53,300円
国産高級メーカー ブラウン 上台3枚扉 メ
ＴＶボード 157巾引出付 メラミン天板 ハイバン協賛品○ 151,200円が 62,100円
ガラス棚付 ＡＶ機器3台収納 メ
ＴＶボード155巾ゼブラホワイト
下台引出付 フラップガラス黒 キズ処分 ○ 164,160円が 55,300円
ナチュラル 前板全面ムク メ
壁面ＴＶ収納270巾オーク材
国産品 収納大 プッシュ扉 現品特価 ○ 887,998円が 380,000円
ブラウン色 上台4枚扉 下台引出付 サイド収納有 メ
ＴＶボード157巾黒ガラス モダン 国産 現品特価 ○ 191,160円が 64,900円
上台3枚扉 下台フラップ 引出3杯 メ
ＴＶボード156巾ウォールナット材
オープンラック付 キズ有 現品処分国産 ○ 209,520円が 68,700円
両側キャビネット付 メ
ＴＶボード210巾ウォールナット色
上置フラップ扉 下台フラップ扉 内部引出 メーカー協賛○ 286,632円が 94,900円
ライトオーク色 大収納 ＡＶ機器3台収納 メ
壁面ＴＶ収納 260巾ダンパー付丁番 耐震ラッチ付 国産 ハイバン特価 ○ 548,640円が 230,000円

T V ボ ー ド (ロータイプ)

アルダー材 ナチュラル 天板ガラス メ
ローボード 160巾引出3杯
オープン3ヶ所 大手オリジナル ハイバン○ 75,600円が 23,700円
メ
ローボード 120巾 天板と前板エナメルホワイト
引出2杯付 オープン2ヶ所 少々変色 処分 ○ 51,840円が
9,500円
オーク材 ナチュラル色 天板キズ有 引出3杯 メ
ローボード 153巾 フラップ扉 国産 人気ＴＶボード ○ 117,000円が 39,700円
ダーク色 引出3杯 脚付 メ
ローボード 120巾アカシア材
オープン2ヶ所 アンティーク調 ハイバン処分 ○ 83,160円が 28,500円
オーク材 前板ムク 人気デザイン 引出付
ＯＰＥＮ 31,300円
ローボード 160巾フラップ扉 ガラス黒 ロータイプ 処分
天板キズ有 キャスター付 フレーム黒 引出5杯 メ
ローボード 154巾前板多材種突板 オープン2ヶ所 処分 ○ 79,920円が 12,100円
天板ムク材 引出2杯 メ
ローボード 121巾タモ材
ボリューム有 和風 現品特価 キズ有○ 86,400円が 33,300円
ウォールナット材 ルーバーデザイン プッシュ式フラップ扉 メ
ローボード 180巾大手家具チェーンオリジナル キズ有 処分○ 201,204円が 89,200円
変化張り引出 メ
ローボード 150巾ダークブラウンフレーム
オープンラック有 モダン メーカーハイバン ○ 71,280円が 21,900円
オイル仕上 脚付 引戸 メ
ローボード 165巾オーク材
ルーバーデザイン イージーライフキズ有処分 ○ 90,700円が 61,200円
ウォールナット突板 前面ガラスに突板 リモコンＯＫ メ
ローボード 180巾展示現品 キズ有 引出2杯 処分○ 85,320円が 42,700円
3杯引出 オープン3ヶ所 メ
ローボード 160巾ラバーウッドムク材
シンプル キズ有 現品特価 ○ 64,800円が 14,700円
国産 スリットデザイン メ
ローボード 180巾メープル材
片側引出 ロータイプ シンプルデザイン 現品特価 ○ 118,800円が 55,800円
ウォールナットシート スライド扉 引出付 メ
ローボード 120巾国産 ブラックガラス 現品処分 ○ 75,600円が 19,700円
デザイン引出 ガラスブラック メ
ローボード 149巾アルダー材
モダン 大手オリジナル ハイバン 処分品 ○ 86,184円が 27,200円
ナチュラル色 スライドガラス メ
ローボード 101巾オーク材
9,700円
白い引出付 ロータイプ 可愛いです 処分 ○ 29,160円が
アルダー材 ブラウン色 引出デザイン有 メ
○
102,600円が
ローボード 180巾モダン 大手オリジナル キズ有 現品処分
29,300円
メープルシート スライド扉・引出付 メ
ローボード 160巾国産 黒ガラス 現品処分 ○ 100,800円が 34,900円
前板ムク 人気デザイン 引出付
ＯＰＥＮ 32,400円
ローボード 160巾ウォールナット材
フラップ扉 ガラス黒 ロータイプ 処分
アルダー材 前板ムク ナチュラル色 メ
○
75,600円が
ローボード 150巾引出2枚 フラップ扉 キズ有 シンプル
28,800円

56,160円が 18,500円
レンジ台 70巾
応接セット・ソファ
ホワイト 天板石目 スライドカウンター2ヶ所 メ
高密度ウレタン 背中シリコンフィル入 メ
レンジ台 80巾片側扉 引出付 取っ手シルバー 現品特価 ○ 46,008円が 24,700円
3人掛ソファ184巾牛革張り
ベージュ メーカー協賛 シンプル ○162,000円が 47,600円
ホワイト ワクがオーク材 スライドカウンター2ヶ所 メ
合成皮革 ブラウン コンパクトサイズ メ
レンジ台104巾下台 3枚扉 現品特価 ○ 64,800円が 17,900円
3人掛ソファ175巾木肘ブラウン ハイバック 少々やぶれ有 現品処分○ 74,550円が 9,500円
アルダー材 コンセント付 天板少しキズ有 メ
ブラウン シンプル ロングヒットソファ メ
カウンター 120巾ナチュラル色 取っ手付 引出5杯 ○ 96,120円が 24,300円 2人掛ソファ 130巾合成皮革
メーカー変更のため処分 特価 ○ 71,400円が 12,000円
ラバーウッド材 天板無垢 コンセント付 メ
ブラウン＆ブルーチェック メ
カウンター 80巾スライドカウンター付 扉付 引出付 キズ物 ○ 52,920円が 14,500円 2人掛ソファ 140巾布張り
クッション2ヶ付 ハイバン特価最後の1本 ○ 54,000円が 18,300円
ホワイト 3段引出 キャスター付 メ
ベージュ コンパクト メ
カウンター 90巾天板コンセント付 メーカー協賛 超特価 ○ 73,440円が 9,800円 2人掛ソファ 117巾布張り
6,900円
少々汚れ有 脚付 現品処分 ○ 32,400円が
天板ホワイト 前板ブラウン スライドカウンター付 メ
布張り
高密度ウレタン
レッド
メ 126,360円が
カウンター 105巾2枚扉 引出2杯 現品特価 ○ 53,568円が 16,200円 2人掛ソファ 150巾ＰＵホワイトライン 脚付 可愛いデザイン 現品特価 ○
38,200円
布張り オーク木肘 デザインソファ フレームナチュラル メ
スリムタイプ エナメルホワイト 中央引出 メ
スリムカウンター 120巾両側扉 キズ有 現品特価 ○ 73,440円が 18,700円 1人掛ソファ 65巾座面ベージュ 現品処分 ○ 64,800円が 19,000円
ホワイト 引出2杯付 メ
ネイビー色 PUホワイトライン メ
ゴミ箱付カウンター 55巾ゴミ箱2個付
3人掛ソファ 195巾布張脚付高密度ウレタン
少々キズ・ハガレ有 国産 現品処分 ○ 58,320円が 14,600円
可愛いデザイン 現品特価 ○ 143,640円が 48,000円
丸 黒 台湾製 メ
ブルー 布張り コンパクト メ
カウンターチェア 46巾座面板座
7,300円 1人掛ソファ 64巾木肘
フレームシルバー メーカーハイバン 少々キズ ○ 23,760円が
7,000円
ラバーウッドフレーム キズ有 展示処分 ○ 42,000円が
座面ブルー 台湾製 フレームシルバー メ
合成皮革 ブラウン ロータイプ コタツ入りＯＫ メ
○
9,504円が
○
88,560円が
カウンターチェア 42巾背中ベージュ合皮 メーカーハイバン 超特価
3,000円 ローソファ5点セット 252巾メーカー協賛 現品のみ特価
33,300円
赤 布張り ボリューム有 メ
合成皮革 ブラック スーパーハイバック メ
○
23,760円が
,
○
188,580円が
カウンターチェア 55巾背もたれ付
5 700円 コーナー5点セット 166巾ロー肘 ボリューム有 ハイバン特価
台湾製 フレームシルバー 現品特価
52,300円
合成皮革 ブラウン ロングヒット商品 メ
売り切れご免!早い者勝ち!! コーナー5点セット 200巾シンプルデザイン メーカー変更のためハイバン○ 94,500円が 36,900円
赤 シンプルデザイン メ
2.5人掛ソファ 168巾総イタリア牛革
サイドボード・リビングボード
スチール脚 モダン メーカーハイバン 現品特価 ○ 228,900円が 63,400円
オーク材 天板ムク材 ナチュラル色 メーカー協賛品 メ
合成皮革 アイボリー シンプル メ
サイドボード 120巾中央引出＆マガジンラック 両面ガラス扉 ○ 92,340円が 30,300円
3人掛ソファ 170巾木脚付
チラシの目玉 現品のみ特価 ○ 52,500円が 15,000円
アルダー材 ダーク色 スリットデザイン メ
牛革張り 高密度ウレタン 背中シリコンフィル入り メ
サイドボード 80巾4枚扉 メーカーハイバン キズ有 特価 ○ 66,960円が 9,500円
2人掛ソファ 151巾ベージュ メーカー協賛 シンプル ○ 143,640円が 38,300円
アッシュ材 ナチュラル色 中央引出 メ
高密度ウレタン 木肘ウォールナット メ
サイドボード115巾両サイド扉 シンプル キズ有 ○ 98,280円が 27,600円 3人掛ソファ 190巾牛革張り
国産 ロータイプ キャメル色 超高級品 ○ 529,200円が 198,000円
オーク材 ナチュラル色 ムク材 脚付 メ
カリモク 牛革張り オリーブグリーン色 メ
サイドボード120巾デザイン賞受賞 ハイバン キズ有 ○ 139,320円が 47,700円 2人掛ソファ 111巾木肘ラバーウッド ナチュラル コンパクト ハイバック 現品特価○ 132,732円が 89,300円
薄型タイプ ナチュラル色 メ
牛革張り ワイドラブソファー スライドリクライニングメ
サイドボード150巾ラバーウッド材
3人掛ソファ 184巾カリモク
引出6杯 開扉 メーカーハイバン ○ 66,636円が 18,400円
スピーカー付パワービート アイボリー ハイバン 汚れ有○ 590,100円が 119,000円
ブラック スーパーハイバック ボリューム有 メ
ＡＶラック付 ダーク色
2人掛ソファ 159巾合成皮革
サイドボード120巾引出タイプ
前のみ脚付 モダン 在庫処分○ 71,400円が 27,900円
前板一列のみアルダーナチュラル 現品処分 ＯＰＥＮ 35,700円
タモ材 ダーク色 4枚扉 引出4杯 メ
布張り カバーリング ベージュ フェザー入 メ
サイドボード161巾板戸 シンプル 北海道産 処分 ○ 136,620円が 59,400円 3人掛ソファ 180巾シンプル ヘッドレスト付 木脚ダーク 現品処分 ○ 126,360円が 45,000円
ブラウン色 天板下に引出3杯 メ
ベージュ シンプル ロングヒットソファ メ
サイドボード149巾オーク材
3人掛ソファ 170巾合成皮革
4枚扉 キズ有 取っ手付 現品処分 ○ 120,960円が 36,900円
メーカー変更のため処分 特価 ○ 84,000円が 19,400円
天板側板ムク ナチュラル色 メ
カバーリング ベージュ ヘッドレスト付 メ
サイドボード 55巾メープルムク材
カウチソファ 196巾布張り
オープンタイプ 引出2杯 キズ有 ○ 120,960円が 38,800円
クッション2個付 可変タイプ 高密ウレタン 現品特価 ○ 168,000円が 59,400円
他ブラウン 天下キズ有 メ
カウチ→3Ｐ＋OTに可変 メ
サイドキャビネット 60巾天板ホワイト
7,900円 カウチソファ 178巾布張りグレー
上引出 下台開扉 取っ手付 ○ 43,200円が
メーカー協賛品最後の一本 現品処分 ○ 84,000円が 27,000円
オーク材 ブラック色 天板ガラス メ
牛革張り ブラウン 座って右カウチ メ
サイドキャビネット 55巾オープンラック有 モダン 国産 キズ有 ○ 99,360円が 37,100円 カウチソファ 252巾ボリューム有 展示なので少々キズ有 処分○ 241,500円が 87,700円
強化ガラス ホワイト メ
ベースライトブラウン 座面ベージュ 可変カウチ メ
飾り棚 60巾エナメル塗装
ガラス棚 背面カガミ キズ有 現品処分 ○ 90,720円が 25,600円
カウチソファ 237巾合成皮革
クッションブラウン4個 ハイバン特価 ○ 118,800円が 37,900円
ホワイト 3面ガラス 裏カガミ メ
ブラック スーパーハイバック ボリューム有 メ
飾り棚 62巾エナメル塗装
3人掛ソファ 188巾合成皮革
在庫処分 メーカー協賛 現品のみ ○ 82,080円が 22,900円
前のみ脚付 モダン 在庫処分 ○ 86,100円が 34,900円
アルダー材 ナチュラル色 3面ガラス メ
布張り オーク材フレーム 置クッション メ
飾り棚 80巾裏カガミ シンプル キズ有 ○ 113,400円が 48,900円 3人掛ソファ 180巾ベージュ 布やぶれ有 現品特価 ○ 170,800円が 47,900円
ブルー シンプルモダン メ
3枚ガラス扉 サイドもガラス メ
3人掛ソファ 227巾総イタリア牛革
飾り棚 90巾ダークブラウン
ヘッドレストリクライニング 高密度ウレタン 現品処分 ○ 414,400円が 150,000円
裏カガミ モダン 人気有 現品特価 ○ 77,868円が 38,400円
エナメルホワイト スライドカウンター2ヶ所 メ
片側扉 引出付 現品特価 ○

パーソナルチェア・ソファベッド

衝撃の10日間

センターテーブル

引出 アンティーク調 メ
ライトブラウン オットマン付 メ
センターテーブル100巾アカシア材ムク
ソファベッド197巾布張り
ブラウン色 メーカーハイバン 処分品 ○ 49,680円が 19,400円
カウチっぽいタイプ クッション付 シンプル 在庫処分○ 89,100円が 29,400円
脚ホワイトアイアン メ
ＰＶＣ イエロー 脚付 メ
○ 29,376円が 9,900円
センターテーブル100巾天板ホワイト
ソファベッド180巾シンプル
楕円形 少々キズ有 現品特価 4本脚 ○ 15,120円が 6,300円
超特価品
天板 ウォールナット材 丸型 棚付 メ
布張り カラフル色 脚付 メ
ソファベッド180巾明るい配色 Ｓバネ ウレタンフォーム ○ 54,000円が 26,400円 センターテーブル 70巾4本脚 キズ有 試作品 ○ 64,800円が 16,500円
脚ウェンジ色 ガラス棚付 メ
黒 肘がたおれる 背もたおれる メ
センターテーブル 100巾ガラス天板
ソファベッド130〜100巾布張り
5,900円
スクエアデザイン ガラス面とり 超特価 ○ 16,200円が
クッション2個付 現品特価 ○ 44,280円が 12,900円
ウォールナット材 大型引出2杯付 ロータイプ メ
ＳＰＵ 黒 ホワイトステッチ 肘リクライニング メ
○
62,640円が
32,800円
ソファベッド180巾ソフトな座面 ボリューム有 ○ 75,600円が 28,600円 センターテーブル100巾スチール脚付 シンプル メーカーハイバン 特価
アルダー材ムク 4本脚 引出付 取っ手付 メ
メ 29,376円が
○
43,200円が
,
ソファベッド180巾ＰＶＣ 黒 脚付 シンプル 超特価 ○
9 900円 センターテーブル100巾シンプル ナチュラル メーカーハイバン キズ有
17,700円
布張り ブラウン クッション3個付 メ
ウォールナット材 4本脚 引出付 メ
ソファベッド174巾省スペースタイプ ボリューム有 カバーリング 処分 ○ 87,080円が 17,200円 センターテーブル 110巾先細脚 キズ有 シンプル 現品特価 ○ 64,800円が 18,800円
アイボリー色 オットマン付 メ
脚ウェンジ色 ガラス棚板 メ
ソファベッド197巾布張り
センターテーブル100巾ガラス天板
カウチっぽいデザイン クッション付 シンプル 処分 ○ 89,100円が 29,400円
5,900円
スクエアデザイン ガラス面とり 超特価 ○ 16,200円が
牛革張り オットマン収納タイプ メ
天板黒ガラス 引出付 前板デザイン有 メ
○
145,692円が
,
○
64,800円が
パーソナルチェア 83巾ブラック ヘッドレスト調整可能 ハイバック 特価
53 300円 センターテーブル105巾アルダー材 ナチュラル メーカーデザイン
19,300円
ウォールナット突板 Ｔ脚 黒脚 正方形 角丸
ブラウン オットマン付 黒フレーム メ
ＯＰＥＮ
○
49,680円が
,
センターテーブル
80巾
14,300円
パーソナルチェア 68巾ＰＶコンパクトサイズ
メーカーハイバン
シンプル
処分
17 400円
現品特価

座卓布団お好みでお選び下さい
1,000円
15×15 ディズニーの
メ
○
324円が
ディズニー巾着さまざまなキャラクターが大・小セット
100円
クッション（中綿付）サイズ・色・柄いろいろあります
500円〜
カーテンの「タッセル」 ゴージャスなフリンジ房付タイプ
100円
赤ちゃんも楽しく遊べます
木のおもちゃいろいろ
500円〜
27×19 姿勢・血行を良くし
メ 6,000円が
知恵マット 身体の機能を活性化 ○
1,000円
3×3×4
小さな木のイス 4本脚で背もたれが付いています
100円
20×20×30
メ
○
3,240円が
スリッパ4足置けます
スリッパラック
1,500円
8×4×50
肩たた木 本物の木で出来ています
1,980円
2.5×12
メ
○
540円が
木のしおり色んな木の種類5本セット
300円
38×38×45 スチール製
メ
○
2,052円が
花の透かし柄入
フラワースツール
900円
57×182 背・脚部分は
メ 7,992円が
サマーベッド 5段階にリクライニング ○
5,000円
ランチョンマット各種 33×45 店内展示品20％OFF
時計各種
店内展示品20％OFF
20×20 色・柄それぞれ

そ の 他 小 物 家 具
電話台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ＦＡＸ台
ポールハンガー
すきま家具
すきま家具
ランドリー

ブラウン色 引出4段 脚付 メ
40巾バーチ材
天板ムク材 メーカーハイバン 現品処分 ○ 50,760円が
エナメルホワイト スライドカウンター付 メ
50巾扉2枚 オープン部有 取手付 現品特価 ○ 31,320円が
ブラウン色 引出2杯 ネコ脚 メ
45巾クラシック調
桐材 メーカーハイバン 処分 ○ 75,600円が
ラバーウッド材 ブラウン色 天板ムク材 メ
45巾引出付 扉付 オープン部有 脚付 現品特価 ○ 43,200円が
ブラウン スライドカウンター付 メ
50巾ラバーウッド材
片側扉 引出3段 オープン部有 現品特価 ○ 29,160円が
ブラウン色 片側扉 引出4段 メ
60巾バーチ材
脚付 オープン部有 メーカーハイバン ○ 61,560円が
ブラウン色 引出5杯付 メ
60巾ラバーウッド材
天板ムク 脚付 オープン部有 メーカーハイバン ○ 54,000円が
ラバーウッド材 ブラウン スライドカウンター付 メ
50巾扉2枚 オープン部有 現品特価 ○ 31,320円が
ナチュラル色 両開扉 メ
60巾バーチ材
引出付 脚付 オープン有 メーカーハイバン ○ 54,000円が
エナメルホワイト スライドカウンター付 片側扉 メ
50巾引出3段 オープン部有 現品特価○ 29,160円が
天板ムク 片側扉 メ
60巾アルダー材
片側引出5段 ナチュラル 現品処分 ○ 57,240円が
カリモク ハンガー10個
48巾傘立て付
コロニアル ブラウン キズ有り 現品処分
扉2枚 引出1つ メ
31巾エナメルホワイト
オープン部有 キズ有 処分 ○ 19,440円が
ハイグロスホワイト アルミ枠 扉2枚 メ
45巾引出付 取手付 メーカーハイバン オープン部有 ○ 59,000円が
イエロー ハイグロス 扉3ヶ所 ランドリー2個付 メ
30巾オープン部有
メーカーハイバン 処分 ○ 34,560円が

20,400円
9,400円
27,200円
12,500円
9,200円
24,700円
15,500円
9,500円
21,600円
8,900円
19,000円
30,000円
8,500円
18,900円
12,700円

ベ ッ ド （ 特 価 品 ）

ナチュラル スノコ 脚付 シンプル メ
ダブルベッド 140巾フラット
ボンネルマット付 ハイバン キズ有り ○ 90,720円が 27,300円
木目のホワイト色 メ
シングルフレームのみ 102巾 ホワイトオーク材
フラットステーションフレーム 現品処分 ○ 69,200円が 7,900円
宮付 ライト付 ＢＯＸ引出付 ボンネルマット付 メ
セミダブルベッド 125巾展示処分特価 キズはあります ○ 107,568円が 34,900円
ホワイト ボンネル 脚付 メ
シングルベッド 98巾宮付
展示処分特価 シンプル キズ有 ○ 96,120円が 19,600円
ライト付 ナチュラル色 メ
シングルベッド 99巾宮付
ポケットコイル付 キズ有 超特価 ○ 59,210円が 28,100円
ホワイトフレーム 宮付 コンセント付 脚付 メ
クィーンベッド 163巾国産ポケットコイルマット付現品特価 ○ 193,968円が 60,300円
宮付 スノコ コンセントＢＯＸ付 メ
シングルフレームのみ 100巾パイン材
8,200円
シンプルフレーム ライトブラウン色 キズ有 ○ 46,000円が
フラット 丸形天板 ダーク色 ムラ有 シンプル メ
ダブルベッド 141巾ボンネルマット付 ハイバン キズ有 ○ 96,900円が 30,300円
ボンネルコイル アイボリー色 メ
脚付マットレスＳ 97巾2つ折りタイプ
8,300円
持ち運びに便利 ヨゴレ有り ○ 29,200円が
フラットヘッドボード ＢＯＸ引出タイプ メ
ダブルベッド140巾ナチュラル色 ハードボンネルマット付 ハイバンキズ有 ○ 147,000円が 64,900円
国産ボンネルコイルマットレス付 メ
シングルベッド 100巾ライト付
メーカーハイバン品 ダークブラウン色 強化シート ○ 129,600円が 36,200円
フラットステーション ライトブラウン色 メ
シングルベッド100巾ボンネルマット付 強化シート張り キズ有 ○ 64,320円が 19,700円
ポケットコイルマットレス メ
○ 121,000円が 49,700円
ワイドダブルベッド156巾合皮ブラウンフレーム
在庫処分大特価
ＷＨ色ステーション ライト・コンセント付 メ
シングルベッド 99巾ボンネルマット付 メーカーハイバン品 処分 ○ 92,600円が 31,000円
ボンネルコイル ブラック
メ
脚付マットレスＳＤ 120巾ハードタイプ
9,900円
メーカー協賛 特価 ○ 41,500円が
オーク材突板 ダークブラウン メ
ダブルベッド 140巾ハガレ有 スノコタイプ マット付 キズ処分品 ○ 96,000円が 26,100円
ライトブラウン色 宮・コンセント・ライト付 メ
セミダブルベッド 120巾木目強化シート張り
布床板 キズ有 ○ 172,800円が 49,400円
宮付 ライト付 ブラウン 引出付 メ
ダブルベッド 143巾高級ポケットコイルマット付 キズ有 処分 ○ 136,450円が 59,300円
フラットステーションフレーム メ
シングルベッド103巾パイン材
スノコタイプ ナチュラル色 ハードマット付 処分 ○ 53,568円が 19,900円
ハードポケットコイルマット付 メ
シングルベッド100巾国産
ダークブラウン色 フレームキズ有 大処分 ○ 110,600円が 40,300円
フラットデザイン ＢＯＸ引出付 メ
シングルベッド 99巾国産ポケットコイルマット付 キズ処分 ○ 107,568円が 34,300円
ライト付 サイド引出付 ダーク色 メ
ワイドダブルベッド 154巾宮付
ボリューム有 低反発ポケットコイル付 キズ有り ○ 151,200円が 67,300円
ステーションタイプ メ
シングルベッド100巾ブラウン色
エアーボンネルマット付 フレームハイバン 処分 ○ 162,900円が 64,100円
ライト コンセント 収納ヘッドボード ＢＯＸタイプ メ
シングルベッド101巾ポケットコイル付 ダーク色 ハイバン処分 ○ 121,300円が 57,700円
フラットタイプ ＢＯＸ引出付 メ
シングルベッド 99巾ナチュラル色
ハードボンネルマット キズ有処分○ 98,000円が 26,900円

ベッド（一流メーカー品）
フラットヘッドボード メ
シングルベッド100巾シモンズベッドマットレス
引出付 ダークブラウン色 マットレス汚れ有り ○ 162,500円が 83,200円
ファニーベッド 宮・ライト・コンセント付 キズ有
メ 522,200円が
シングル＋シングル 202巾ツインセット ラテックスベラビアマット付 メーカー廃盤の為処分 ○
261,300円
東京スプリングポケットコイル付 ダークブラウン色
メ
シングルベッド 100巾チョイ棚フレーム キズ有り ステーションタイプ ハイバン処分 ○ 76,920円が 32,100円
ナチュラル色 シンプルデザイン メ
ダブルベッド 146巾ドリームベッドフレーム
ポケットコイルマット付 キズ有処分 ○ 149,210円が 49,200円
ダークブラウン色 フラットステーションフレーム メ
シングルベッド 100巾テンピュール
低反発オリジナルマットレス ハイバン処分 ○ 274,320円が 103,000円
エーデルマットレス旧タイプ メ
シングルベッド 103巾シーリーベッド
ブラウン色 ステーションタイプ 旧タイプ処分 ○ 172,000円が 117,500円
パイン材フレーム メ
シングルベッド 99巾フランスベッドマットレス付
カントリー調 ステーションタイプ チョイ棚ヘッドボード ○ 99,200円が 59,700円
ボディドクターマットレス付 ウッドスプリング式フレーム メ
シングルベッド 105巾ウォールナット色 コンセント付 ステーションタイプ ○ 163,000円が 99,900円
ホテルスタイル ダブルクッション メ
セミダブルベッド 123巾シーリーベッド
ポスチャーテック ハニーデューマットレス キズ有り ○ 234,600円が 164,800円
ダークブラウン色 メ
セミダブルベッド 120巾フランスベッドマット付
シンプルデザイン 国産マットレス 処分キズ有り ○ 149,000円が 47,900円
東京スプリングポケットコイルマットレス付 メ
シングルベッド 100巾ホワイト色 ライト・コンセント付フレーム ハイバン処分 ○ 89,200円が 36,200円
ダブルクッションタイプ メ
ダブルベッド143巾ファニーベッド
宮・コンセント・ライト付ヘッドボード ベラビア840マット付 キズ有 ○ 410,000円が 199,900円
フランスベッド 高密度連続スプリングマットレス メ
シングルベッド 99巾宮・引出・ライト付 ダークブラウン色 処分 ○ 145,000円が 81,600円
ダブルクッション メ
シングルベッド 103巾シーリーベッド
ラッテクス入ポスチャーテックマットレス付 ニット生地 処分 ○ 190,600円が 123,400円
メ
シングルベッド 100巾東京スプリングノンコイルラテックスマットレス
アルダー材 スノコタイプ フラットステーション ○ 142,000円が 77,700円
シェララフィア 高さ調整フレーム コンセント付 メ
セミダブルベッド 121巾ブルテックスノンコイルマットレス ドイツ製 ○ 186,900円が 88,800円
最高級ベッド ハンドメイドマットレス メ
ラージダブルベッド 160巾シーリーベッド
ダークブラウン天然木フレーム ○ 939,600円が 791,000円
ロータイプ 赤色布生地
メ
ワイドダブルベッド 152巾ドリームベッド
ポケットコイルマット付 メーカーハイバン品 ○ 146,000円が 99,100円
フランスベッド ナチュラル色 ライト・宮・手すり付 メ
セミダブルベッド 122巾手すり移動可 処分 ○ 142,250円が 69,700円
ファニーベッド ナチュラル色 メ
ダブルベッド 143巾リフト収納
フット引出付 キズ有り 大処分 ○ 237,000円が 113,100円
日本ベッド ビーズポケットコイルマット付 メ
シングルベッド 98巾フラットステーション スノコフレーム ブラウン色 キズ有 ○ 138,900円が 79,300円
ホテルスタイル
シングル＋シングル 196巾シモンズベッド
ダブルクッション 6.インチポケットコイル付 ハイバン処分 ＯＰＥＮ 165,600円
リフト収納＋ＢＯＸ引出 ツインセット メ
シングル＋シングル 205巾ファニーベッド
国産ポケットコイルマット付 キズ有 ○ 296,500円が 121,000円
ラテックス入りマットレス付 フレーム宮・コンセント・ライト付 メ
シングル＋セミダブル 223巾シリーベッド
タイプ少々違います キズ有処分 ○ 240,959円が 176,600円
フランスベッド フレーム宮・コンセント・引出付 メ
セミダブル＋セミダブル 244巾フランスベッドオリジナルマット付 展示処分 ○ 226,768円が 181,400円

二段ベッド・システムベッド

パイン材 宮・ライト付 メ
二段ベッド 105巾ライトブラウン色
厚スノコ 太角柱 現品のみ特価 ○ 103,680円が 34,300円
宮無し ライトブラウン スノコ式 メ
二段ベッド 103巾平柱 キズ有 現品処分 超特価 ○ 64,800円が 16,500円
国産 シンプルデザイン メ
二段ベッド 104巾アルダー材ムク
ブラウン色 メーカー倒産 スノコ 現品 キズ有 ○ 215,568円が 49,500円
ライトブラウン色 シンプル
メ 73,440円が
○
二段ベッド 107巾 パイン材
スノコ 角柱 安全金具付 在庫処分
19,500円
ラバーウッド材 宮付 ライト付 メ
○
157,680円が
二段ベッド 105巾ダークブラウン スノコ 上下固定金具付 コンセント現品
54,200円
アルダー材ムク ナチュラル色 スノコ メ
二段ベッド104巾可愛いデザイン メーカーハイバン 現品のみ 超特価 ○ 156,600円が 32,500円
ライトブラウン色 スノコ メ
二段ベッド 104巾パイン材
平柱 シンプル メーカー協賛品 ○ 72,360円が 21,700円
宮付 パイン材 ナチュラル色 ライト付 メ
二段ベッド105巾7cm角柱 ロット違い キズ有り ○ 103,680円が 24,500円
ホワイトウォッシュ 棚のみブラウン メ
二段ベッド 103巾宮付引出付パイン材コンセント付
キズ有処分 ○ 128,520円が 42,800円
ひのき材 国産 シンプル
ＯＰＥＮ 80,800円
二段ベッド 103巾厚スノコ ナチュラル色 展示品処分
コイズミビルトコンポ ナチュラル色 本棚付 メ
○
169,560円が
ハイベッドデスク 207巾デスク付 ライト付 分離可能 現品処分 キズ有
96,000円

ぜひ一度ご来店下さい。

うら面につづく

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

