
INTERIOR

お問い合わせ先

トーヨーキッチンスタイル　⿅児島ショールーム

⿅児島県⿅児島市新屋敷町2-5　オリオンビル1F

TEL：099-222-4024

INTERIOR 展⽰品クリアランスセール

年に１度のクリアランスセールがスタート。
インテリアがなんと最⼤５０％オフでお求め頂ける、期間限定のスペシャルセールです。
どうぞお早目にご来場くださいませ。
※セール対象品は数に限りがございます。予めご了承ください。
※チラシ掲載のセール対象品でショールームに展⽰がない商品があります。

MIRROR

アイス
W120/H120cm

通常価格￥198,000→￥138,600

ミニマジックボックスミラー
W32/D22.5/H90cm

通常価格￥166,000→￥116,200

ゴールドリーフパネル
W46/H46/ｔ4.8cm

通常価格￥29,000→￥20,300

ワイヤーネットミラースクエア90
90/D90/H4cm

通常価格￥156,000→￥109,200
RUG

カーペットNo.03
W200/D300cm

通常価格￥219,000→￥153,300

カーペットNo.06
W200/D300cm

通常価格￥219,000→￥153,300
カーペットNo.12
W250/D250cm

通常価格￥219,000→￥153,300

カーペットNo.07
W200/D300cm

通常価格￥219,000→￥153,300

マーブルトップテーブル
W180/D90/H75cm

通常価格￥180,000→￥126,000

カーペットNo.16 ファタモルガーナTJワン
W200/D300cm

通常価格￥219,000→￥153,300

ファイエットグリス
W170/D240cm

通常価格￥261,000→￥182,700
展⽰現品→￥130,500

メイタウングリス
W170/D240cm

通常価格￥247,000→￥172,900

ウーブングレイ
W230/D160cm

通常価格￥258,000→￥180,600

エンタープライズグリス
W170/D240cm

通常価格￥258,000→￥180,600

リーナチュラル
W170/D240cm

通常価格￥276,000→￥193,200
展⽰現品→￥138,000

リッジビルターコイズ
W170/D240cm

通常価格￥261,000→￥182,700
展⽰現品→￥130,500

クロスワード
W234/D169/ｔ1cｍ

通常価格￥270,000→￥189,000
展⽰現品→￥135,000

レザークレスト
W230/D160cm

通常価格￥207,000→￥144,900

ペルシャパッチワークカーペット
W170/D240/H2cm

通常価格￥152,000→￥106,400
展⽰現品→￥76,000

クレイプラチナ
W170/D240cm
通常価格￥260,000

展⽰現品→￥130,000

ファームシップカーペット
φ350cm

通常価格￥323,000→￥226,100

エッグシェルテーブル
W220/D100/H76cm

通常価格￥843,000→￥590,100

シンク
W155~235/D80/H75cm

通常価格￥392,000→￥274,400

ボイアッカウッド
W200/D90/H74cm

通常価格￥619,000→￥433,300

ガウリーノテーブル
W240/D120/H74cm

通常価格￥741,000→￥518,700

ファンタジアテーブル
W180/D90/H76cm

通常価格￥223,000→￥156,100

ファクトリーウッドテーブル
W160/D90/H75cm

通常価格￥186,000→￥130,200

ラ・シェーナ2202
W87/D87/H42.5cm

通常価格￥62,000→￥43,400

パンケーキローテーブル
W90/D65〜100/H33cm

通常価格￥113,000→￥79,100

ガラスローテーブル
W86/D86/H43.5cm

通常価格￥197,000→￥137,900

ガラストップテーブル
W180/D90/H76cm

通常価格￥124,000→￥86,800

DINING TABLE

ヘナテーブル
W170/D90.5/H75cm

通常価格￥168,000→￥117,600

開催期間 2018.2.22thu - 3.20tue

LOW TABLE

ボーンネストテーブル
W50.5/D35.5/H45cm(⼤)
W42.5/D34/H37.5cm(⼩)

通常価格￥111,000→￥77,700

オリガミ タボリーノ
W85,7/D88,9/H33cm

通常価格￥380,000→￥266,000

ボーンローテーブル
W110/D60/H40cm

通常価格￥129,000→￥90,300

ラ・シェーナ2203
φ40/H40cm

通常価格￥30,000→￥21,000

エムファイブ
W170/D80/H74,5cm

通常価格￥332,000→￥232,400

紫檀ダイニングテーブル
W214/D94/H76cm

価格￥108,000→￥75,600

ストンプミラー
W80/H69/t1.6cm

通常価格￥35,000→￥24,500

サンミラー シルバー／ブロンズ
80/H80/H1.6cm

通常価格￥42,000→￥29,400

ヴェインミラー シルバー／ブロンズ
W60/H90/ｔ3cm

通常価格￥44,000→￥30,800

表⽰価格は全て税抜となります。



INTERIORSTOOL

ガウリーノチェア
W55/D51/H83.5/SH46cm
通常価格￥226,000→

￥158,200

ハイジ H65cmナチュラルオーク
W45/D42.5/H65cm

通常価格￥263,000→

￥184,100

ボウム
W52/D52/H80/SH47cm

通常価格￥101,000→￥70,700
ファクトリーウッドベンチ
W160/D36/H45cm
通常価格￥93,000→

￥65,100

シャーキースツール ブラック
W46/D53/H101/SH64.5cm

通常価格￥84,000→￥58,800
ビナリア ブラック／ホワイト
W42/D36/H65〜83/SH60〜78cm

通常価格￥86,000→￥60,200

SOFA

ペンダントライトDH2581A
φ18/H30cm
通常価格￥28,000→

￥19,600

チャットウイングソファ
W132/D92/H93/SH40cm

通常価格￥254,000→￥177,800

ブラックミンク 2シーター
150/D86/H111/SH46cm

通常価格￥451,000→￥315,700

ラ・シェーナ002
W170/D86/H83/SH42cm

通常価格￥280,000→￥196,000
レザーソファR ※写真とはカウチの向きが異なります
W270/D200/H75/SH45cm

通常価格￥460,000→￥322,000

ラ・シェーナ2001
90W155/D72/H85/SH43cm

通常価格￥186,000→￥130,200

ペンダントライトDH250512
φ42cm 最⼩117.5〜最⼤154.5cm
通常価格￥87,000→

￥60,900

カボシュ テーブルタイプS
φ31/H38cm
通常価格￥116,000→

￥81,200

スタック8ドロワーズ
W56,5:D61,5:H108cm

通常価格￥722,000→

￥505,400

カボシュ テーブルタイプM
φ60/H38cm

通常価格￥186,000→

￥130,200

カボシュ スタンドタイプL
Φ70/H178cm
通常価格￥353,000→

￥247,100

LIGHT

タンクS1
φ50/H35cm
通常価格￥187,000→

￥130,900

フォールドT2
W260:D260:H450
通常価格￥95,000→

￥66,500

レザースツール
W450:D490:H1000(SH680)
通常価格￥70,000→

￥49,000

バット
W41/D38/H49cm
通常価格￥42,000→

￥29,400

ラ・シェーナ2101
W61/D57/H77/SH49cm

通常価格￥61,000→

￥42,700

コペンハーゲンチェア
W56.5/D53/H72/SH44

cm
通常価格￥60,000→

￥42,000

レッドステッチチェア
W56/D61/H80/SH43cm

通常価格￥36,000→

￥25,200

ヘナベンチ
W145/D28/H51cm
通常価格￥68,000→

￥47,600

ブラウンファーチェア
W45.5/D56/H92/SH49cm

通常価格￥95,000→￥66,500

オークダイニングチェア
W45/D55/H75/SH45cm

通常価格￥34,000→

￥23,800

ラ・シェーナ1101
W46/D60/H86/SH46cm

通常価格￥43,000→

￥30,100

マンダレイ
W65/D63/H85cm

通常価格￥58,000→

￥40,600

レッドステッチスツール
W56/D61/H80/SH43cm
通常価格￥46,000→

￥32,200

アレグアチェア
W47/D53/H83/SH45cm
通常価格￥90,000→

￥63,000

コンパスシャイニー
W56/D57/H77/SH45cm

通常価格￥98,000→

￥68,600

リヨン
W60/D62/H81/SH46cm

通常価格￥59,000→

￥41,300

プラナアップホルスタード
W46/D50/H79/SH47cm

通常価格￥165,000→￥115,500

CHAIR

リリーバースツール
W46/D52/H76/SH62cm
通常価格￥29,000→

￥20,300

ジャネットスツール
W41/D41/H71/SH65cm

通常価格￥98,000→￥68,600

ジャネットスツール レザー
W41/D41/H71/SH65cm

通常価格￥158,000→￥110,600

マッシュルームマネーバンク
レッド

W15/D14/H18cm
通常価格￥2,600→

￥1,820

クリスタルスカルマネーバンク
W13/D19/H16cm

通常価格￥20,000→￥14,000

OTHERS

フロウウォールクロック
W20/H38/ｔ7cm

通常価格￥6,000→

￥4,200

エクスプレッソマグ
W11/D8/H12cm

通常価格￥5,800→

￥4,060

ジェントルマンドッグテーブルクロック
W12/D10.5/H66cm
通常価格￥20,000→

￥14,000
フォルダブルベース

W19/D19/H19cm
通常価格￥3,100→

￥2,170

ビュート ツナ
φ220:H160

通常価格￥64,000→

￥44,800

トーチライトS2
φ15/H21cm
通常価格￥45,000→

￥31,500

トーチライトS８
Φ500
通常価格￥172,000→

￥120,400

キャンディ
W90/D15/H10cm
通常価格￥128,000→

￥89,600
クロス
W37/D37/H20cm
通常価格￥128,000→

￥89,600

ハバナ
W92/H12cm
通常価格￥198,000→

￥138,600
展⽰現品→￥118,800

バーディ1
W17/D23/H94cm
通常価格￥92,000→

￥64,400

カボシュL
φ70/H27cm通常価格
￥310,000→

￥217,000

ミカド
W99/D3.2/H6cm
通常価格￥74,000→

￥51,800

アリババ
W51.5/H78cm
通常価格￥193,000→

￥135,100

グレッグM
W31/H26cm
通常価格￥73,000→

￥51,100
グレッグL
W47/H40cm
通常価格￥101,000→

￥70,700

グレッグS
W14/H10.5cm
通常価格￥40,000→

￥28,000

リチュアルズ3
W200/D300cm
通常価格￥74,000→

￥51,800

リチュアルズ2
W200/D300cm
通常価格￥88,000→

￥61,600

リチュアルズ1
W200/D300cm
通常価格￥88,000→

￥61,600

バブル ホワイト／クローム
φ18/H47cm
通常価格￥60,000→

￥42,000

サーカスS
φ15.5/H19.5cm
通常価格￥36,000→

￥25,200

デント53
φ53/H23cm
通常価格￥33,000→

￥23,100

ライトハウスH300
φ60/H30cm
通常価格￥69,000→

￥48,300

セントラルパークL
W61/H45.5cm

通常価格￥208,000→

￥145,600
バロッククリア5
φ47/H45cm
通常価格￥38,000→

￥26,600

バブルシャンデリア
φ75/H97cm
通常価格￥264,000→

￥184,800

カネッタタハロゲン
φ42/H13cm
通常価格￥97,000→

￥67,900
ペンダントライトDH2594B
φ14/H30cm
通常価格￥27,000→

￥18,900

クリスタルボールシーリングライト
φ50/H30cm
通常価格￥132,000→

￥92,400
キラーラL
W78/H78cm
通常価格￥160,000→

￥112,000

ミス ブリッラ
φ45/H26cm
通常価格￥186,000→

￥130,200

ネオロマンティックフラワー
φ70/H89.5〜169.5cm
通常価格￥309,000→

￥216,300

スライスライト
W65/D65/H16.5cm
通常価格￥189,000→

￥132,300

パンプキン
φ48/H22cm

通常価格￥134,000→

￥93,800

ロマンチックフラワーS
W55.5/H55.5cm
通常価格￥110,000→

￥77,000

カメオランプ各種
φ20/H20cm程度
通常価格￥38,000→

￥26,600

カボシュS
φ31/H19cm
通常価格￥88,000→

￥61,600

ビハイブ ペンダント
φ39/H38cm
通常価格￥121,000→

￥84,700
カボシュM
φ49/H19cm
通常価格￥179,000→

￥125,300
展⽰現品→￥107,400

グレートワン
W384.9/H421.6cm

通常価格￥868,000→￥607,600

テーブルランプDT2745
φ43/H65cm
00/D300cm
通常価格￥44,000→

￥30,800

ノームランプ
W25/D25/H95cm
通常価格￥61,000→

￥42,700

ジャギーフロアランプ
W37/D37/H155cm
通常価格￥79,000→

￥55,300

ジャギーテーブルランプ
W27/D27/H48cm
通常価格￥35,000→

￥24,500

サイドテーブルランプ
φ40/H100cm
通常価格￥94,000→

￥65,800

インサイドアウトフロアランプ
W40/D40/H157cm

通常価格￥136,000→￥95,200

ソーラーインドア
φ79/H26/H38(傾斜時)cm
通常価格￥160,000→

￥112,000

ハバナ フロア
φ23/H172cm
通常価格￥71,000→

￥49,700

ポリグレッグL
W200/D300cm
通常価格￥86,000→

￥60,200

グレイズ56
φ56/H33.5cm

通常価格￥107,000→

￥74,900

グレイズ14
φ14/H32cm

通常価格￥52,000→

￥36,400

ジャギーペンダント
W92/D27.5/H21cm
通常価格￥102,000→

￥71,400

シャーキースツール グレイ
W46/D53/H101/SH64.5cm
通常価格￥161,000→

￥112,700

フレームチェア
W40/D61/H78.5/SH44cm

通常価格￥90,000→

￥63,000

トーチライトS1
φ15/H21cm
通常価格￥45,000→

￥31,500

カボシュ スタンドタイプM
φ60/H154cm
通常価格￥233,000

表⽰価格は全て税抜となります。

ビーズ オクト ブラック／クロームW77/H44cm
クローム通常価格￥323,000→

￥226,100
ブラック通常価格￥308,000→

￥215,600
カッパ―通常価格￥323,000

展⽰現品→￥193,800

テーブルランプDT2701
φ40.5/H72cm
通常価格￥42,000→

￥29,400
展⽰現品→￥21,000


