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国産ブランド家具売り尽くしセール品！！
上質な家具をお得に買えるチャンス！！BRAND FURNITURE  SALE

¥192,940(税込 )

¥39,800(税込 )

大川家具 カウチソファ
W2010×D880/1430×H1000 SH430

選べるカラー 3色

レッド グリーン ベージュ

A-1 限定 計 5台 (3 色対応 )

A-5 限定２台

¥108,460(税込 )

¥29,800(税込 )
大川家具 ソファ 4点セット
W2060×D1500×H710(610) SH280(200)

79％
OFF

OFF
72％

OFF
75％

OFF
68％

ダイニング 5点セット
テーブル W1250×D850×H695

売り尽くし！売り尽くし！最期の最期の売り尽くし！最期の8/6 土
Sat 7 日

Sun 8 月
Mon8/6 土

Sat 7 日
Sun 8 月

Mon

家具市はハウスリビング・イデア大阪店へ生まれ変わります！店舗リニューアルに伴い、在庫一掃
セールを開催いたします！！お得にブランド家具や品質の良い製品を購入するチャンスですので、
この機会にぜひお越しください！！

家具市はハウスリビング・イデア大阪店へ生まれ変わります！店舗リニューアルに伴い、在庫一掃
セールを開催いたします！！お得にブランド家具や品質の良い製品を購入するチャンスですので、
この機会にぜひお越しください！！店舗リニューアル前在庫一掃セール開催！店舗リニューアル前在庫一掃セール開催！

MAXMAX

OFFOFF80％80％MAXOFF80％
超特価特別限定品超特価特別限定品超特価特別限定品

大川家具 TV ボード
W1900×D420×H1800

大川家具 シングルベッド
(マットレス＋ベッドフレームセット )
W990×D2020×H790

大川家具 テレビボード
W1490×D400×H350

大川家具 ダイニング 5点セット
テーブルW1400×D850×H700

大川家具 ダブルベッド
(マットレス＋ベッドフレームセット )
W1420×D2050×H880

大川家具 ダイニングボード
W1170×D490×H2050

大川家具 3P ソファ
W1850×D870×H950 SH420

シーリー シングルベッド
(マットレス＋ベッドフレーム )
W970×D2002×H920

¥167,200(税込 )

松田家具 ダイニングボード
W1800×D490×H2050

¥387,200( 税込 )

¥170,060( 税込 )

¥49,800(税込 )¥49,800(税込 )

¥98,670( 税込 )

¥29,800(税込 )¥29,800(税込 )

¥180,400( 税込 )

¥59,800(税込 )¥59,800(税込 )

¥159,940( 税込 )

¥39,800(税込 )¥39,800(税込 )

¥95,920( 税込 )

¥29,800(税込 )¥29,800(税込 )

¥242,440(税込 )

¥83,000(税込 )

D-9 限定 計 13 台 (3 色対応 )

D-2 限定計 13 台 (2 色対応 )

A-2 限定2台

¥64,460( 税込 )

¥21,800(税込 )¥21,800(税込 )

大川家具 TV ボード
W1200×D410×H370

D-3 限定2台 A-６ 10セット限定

¥73,480( 税込 )

¥24,800(税込 )¥24,800(税込 )

大川家具 TV ボード
W1400×D410×H370

D-4 限定5台

¥91,190( 税込 )

¥29,800(税込 )¥29,800(税込 )

大川家具 TV ボード
W1800×D410×H370

D-5 限定3台

A-8 限定4台

B-4 現品限り！
B-1 ２セット限定

B-9 現品限り！ B-2 現品限り！

B-5 ２セット限定

B-7 現品限り！

B-6 現品限り！

大川家具 カウチソファ
W2100×D890×H930(SH420)

松田家具 ダイニングボード
W1200×D530×H2050

ダイニング 4点セット
テーブルW1600×D1000×H650

B-3 現品限り！ 日本フクラ 3P ソファ
W2000×D880×H780(SH390) B-8 現品限り！ 日本フクラ 3P ソファ

W1990×D965×H850 (SH435)

ワタリジャパン 電動カウチソファ
W2090×D1070×H760

国産ブランドソファがお買い得！まずは座り心地を
お確かめください。

包まれるような座り心地

パモウナ
ダイニングボード
※オープンアイテムのみ
※上置きはついておりません。
W1400×D500×H2051

¥377,300(税込 )

¥151,800(税込 )

¥29,800(税込 )

¥241,340(税込 ) ¥54,800(税込 )
OFF
77％

OFF
70％

OFF
80％

OFF
69％

¥98,000(税込 )

大幅値引き!! 同業者の方の仕入れお断り!!

52％
OFF

47％
OFF

¥287,100( 税込 )

シングルベッド
(マットレス＋ベッドフレーム )
W970×D2008×H830

OFF
58％

OFF
74％

来場先着１００名様

ハウスリビング・イデア
LINE友だち追加特典！

OFF
65％

¥144,650(税込 )

¥35,800(税込 )

限定品

大川家具 ダイニングセット４点
テーブルサイズW1350×D800×H710

OFF
75％

8/8 月
Mon

E-1 4セット限定

A-3 2セット限定

A-4 2セット限定

大川家具 ダイニング４点セット
W1200×D750×H700
¥83,710( 税込 )

¥32,800(税込 )¥32,800(税込 ) OFF
60％

D-1 限定10台

A-7 限定7台

D-7 現品限り！

D-6 限定4台(2色対応)

D-8 現品限り！

選べるカラー 2色

ダークグレー ブラウン

￥198,000(税込 )
￥158,000(税込 )

￥189,000(税込 )

￥100,000(税込 )￥79,800(税込 )

￥79,800(税込 )SPECIAL
PRICE

シラカワ
ダイニング 5点セット
テーブル W1500×D850×H696

定価：437,800（税込）

価格は店舗にて！
定価：482,900（税込）

価格は店舗にて！

価格は店舗にて！
定価：401,500（税込）

セラミック柄をカウンタートップ
とバックボードにあしらい、引出
の持ち手部分にもこだわったスタ
イリッシュモデル。

フランスベッド製の
マットレスは湿気がこ
もりにくく、自然な寝
返りがしやすいように
設計されており、快適
な寝心地です。

丹念に素材を選び、じっくり手を掛け、一つずつ丁寧につくりあげて
いる長年使い続けても飽きないデザインのダイニングセットです。

木の「節」が主役の家具、「森のことば」シリーズのダイニングセットです。
表情豊かな木目をお楽しみいただけます。

張地には本革を使用し、座面の内部がベッド
のマットレスのような構造になっているた
め、包まれるような座り心地をお楽しみいた
だけます。

壁面収納一体型のハイタイプテレビボード。すっきり
と隠す収納ができる開き扉式のキャビネット 2 つと引
出し 3 つで大容量の収納スペースが魅力的。木目調の
デザインが空間に柔らかい雰囲気を演出します。

4 人家族がゆっくり食事を楽しめるちょうどいいサイズ
のダイニングセット。ウォールナットブラウンカラーで
落ち着きを感じる素敵なダイニングに。

シングルベッドサイズですが、ベッドフレーム
には引き出しが二杯ついており、たっぷりと
収納できます。（コンセント 2 口付き。）

引き出しはフルオープンレールのため、引き
出しの奥の方の物も取り出しやすいです。

LIVING 上質な国産ブランド家具スペシャルプライス！！品質と価格はお客様自身でお確かめください！DINING

国産ブランドのマットレスとベッドフレームがセットでこの価格！！BED ROOM

身体をゆったりと包み込むような丸みを帯びたフォルムと、ダブル
クッションによるしなやかな座り心地。

すっきりとシンプルなデザインで、どんな空間にも自然に調和する
3人掛けソファ。

¥156,200( 税込 )

¥59,800(税込 )¥59,800(税込 )
OFF
61％

松田家具
ダイニングボード
W980×D490×H1990

¥173,800( 税込 )

¥72,800(税込 )¥72,800(税込 )

LIVING DINING

BED ROOM

4 人掛けぴったりサイズ

一人部屋にお勧め

サイズ

大

サイズ

中
サイズ

小

限定1台 限定 2台 限定 2台

素敵な雑貨プレゼント！

※LINE友だち追加後に本イベント参加用の
　クーポンが配信されますので、ご来場の際
　にスタッフにご提示ください。
※プレゼントはディスペンサーか水切りかご
　のいずれかになります。
※商品がなくなり次第終了となります。

友だち追加はこちら

ディスペンサー２本 or 水切りかご

限定3台 限定10台
選べるカラー 2色

ホワイト ダークグレー

選べるカラー 3色

ダークグレー グレー ホワイト

限定 6台 限定3台 限定4台

限定 2台 限定2台


