
INTERIOR

お問い合わせ先

トーヨーキッチンスタイル　広島ショールーム

広島市中区立町2番27号　NBF広島立町ビル1F

TEL：082-544-2511

年に１度のクリアランスセールがスタート。 

展示現品が１０～５０％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。 
 
※展示現品つき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もございます。 

MIRROR 

アイスW144cm 

W144/H144cm 

通常価格￥381,000→￥266,700 

コーニスミラー 

W125/D8/H95cm 

通常価格￥203,000→￥142,100 

リーフミラー 

W70/D1.6/H100cm 

通常価格￥43,000→￥30,100 

ローレルミラー 

W89/D1.6/H91cm 

通常価格￥62,000→ 

￥43,400 

RUG 

カーペットNo.16 フォタモルガーナ 

W200/D300cm 

通常価格￥219,000→￥197,100 

マーブルトップテーブル 

W180/D90/H75cm 

通常価格￥180,000→￥126,000 

エデンクイーン 

φ350cm 

通常価格￥529,000→￥476,100 
 

フォー190 

W190/D79/H73.5cm 

マーブルトップテーブル×オークダイニングチェアセット 

 

マーブルトップテーブル：W180/D90/H75cm 

オークダイニングチェア×4脚 

W45/D55/H75/SH44cm 

通常価格￥316,000-→￥148,000 

コンテナテーブルトップ+コンテナテーブルフット ニューアンティークス 

W210/D135/75cm 

通常価格￥524,000→￥471,600 

DINING TABLE 

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 

ウォータードロップスミラー 

W76/D3.5/H92cm 

価格￥48,000→￥33,600 

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。 

オークダイニングチェア 

W45/D55/H75/SH44cm 

通常価格￥34,000-→￥23,800 

 

ムルティプロ オーバルマーブルトップ 

W192/D118/H43cm 

通常価格￥539,600→￥485,640 

 

コンテナテーブルHPLレクタングル+コンテナテーブルフット 

W180/D80/H72cm 

通常価格￥297,000→￥267,300 

オールセインツ 

φ78/D3.8cm 

通常価格￥49,700→ 

￥44,730 

セレシャル 

φ250cm 

通常価格￥470,000→￥423,000 

MAX  50％ OFF 

シンチアプフ 

W58/D58/H48cm 

通常価格￥86,000→￥60,200 

ボウルや水栓などのパーツ類は30％オフ  洗面ユニットは10％オフになります 

クリスタル002 

φ43.5/H19cm 

通常価格￥291,000→ 

￥203,700 

フォーセット004 

W8.4//D21/H27.3cm 

通常価格￥71,000→ 

￥49,700 

クリスタル004アイスラウンド 

φ44/H15.6cm 

通常価格￥217,000→ 

￥151,900 

ハイブリッド003 

W63.5/D42.5/H12cm 

通常価格￥71,000→ 

￥49,700 

BAGNO 

フォーセット007 

W4.4/D20.2/H35cm 

通常価格￥43,000→ 

￥30,100 

50% 
OFF 

 

ハンプトンダイニングテーブル 

W180/D89/H75cm 

通常価格￥185,000→￥129,500 

 

オリガミ 

W200/D120/H74cm 

通常価格￥380,000→￥266,000 

30% 
OFF 

 

ムルティプロ ラウンド80マーブルトップ3 

Φ78/H74cm 

通常価格￥222,900→￥200,610 

 

ムルティプロ ロースクエア100マーブルトップ4スポークレッグ 

W99/D99/H43cm 

通常価格￥249,100→￥224,190 

フールズパラダイス 

φ250cm 

通常価格￥418,000→￥376,200 

30% 
OFF 



INTERIORSTOOL 

ガレリアチェア 

W46/D56/H91/SH49cm 

通常価格￥58,000→ 

￥40,600 

エス・エス・エス・エス 

φ37.5/H55〜83/SH51〜79cm 

通常価格￥160,000→ 

￥112,000 

 

カーボンチェア＆パット 

W47/D49/H79/SH46cm 

通常価格￥137,000→ 

￥123,390 

マスターズ 不透明各色 
W57/D47/H84/SH46cm 

通常価格￥31,700→￥28,530 

ビーシーエヌスツール 

W44/D46/H79/SH65cm 

通常価格￥69,000→ 

￥48,300 

SOFA 

プラネット（テーブル） 

W30/D30/H50cm 

通常価格￥74,100→￥66,690 

ニューシチリアソファ チョコ 

W247/D105/H73/SH47cm 

通常価格￥340,000→￥238,000 

シングルソファ 
W120/D105/H72/SH47cm 

通常価格￥205,000→ 

￥143,500 

フットスツール 
W100/D100/H45cm 

通常価格￥165,000→ 

￥115,500 

ラ・シェーナ001-1L 

W284/D173/H70/SH43cm 通常価格￥530,000→￥371,000 

カボシュ テーブロリータ フロアランプ 

φ37/H152cm 

通常価格￥237,000→ 

￥213,300 

ブティック トリプルシーター 

W220/D86/H61/SH4040cm 

通常価格￥1040,000→￥936,000 

 

フルーツツリーテーブルランプ 

54/D54/H74cm 

通常価格￥48,000→ 

￥33,600 
プロップライト ラウンドフロア 

W73.5/D32/H90cm 

通常価格￥521,000→￥468,900 

LIGHT 

タンクS1 

φ50/H35cm 

通常価格￥93,500→ 

￥93,500 

カブキ 
φ50/H165cm 

通常価格￥141,700→￥127,530 

ホースランプ 

W230/D55/H240cm 

通常価格￥721,000→￥648,900 

花鳥風月S＆ベース 
WW160/D160/H220cm 

通常価格￥547,000→￥382,900 

マスターズスツール 65 チタニウム（メタリック） 

W50/D50/H99/SH65cm 

通常価格￥92,000→￥82,800 

ピウマ 

W62/D54/H77/SH48cm 

通常価格￥54,800→ 

￥49,320 

マダムワールドオブエミリオプッチ 各種 

W55/D52.5/H80/SH46cm 

通常価格￥107,200→ 

￥96,480 

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→ 

￥45,000 

ラブチェア 

W60/D55/H75/SH49cm 

通常価格￥216,000→ 

￥194,400 

CHAIR 

カーボンバースツール ロー＆パット 

W45/D45/H83/SH66cm 

通常価格￥140,000→ 

￥126,000 モンスター バースツール ロー 

W41/D51/H93/SH66cm 

通常価格￥227,000→ 

￥204,300 

ジェリーズファミリー 

４個セット 

通常価格￥8,000→￥7,200〜 

ラルゴ3S 

W295/D96/H69/SH43cm 常価格￥555,800→￥500,220 

トーチライトS2 

φ15/H21cm 

通常価格￥45,000→ 

￥22,500 

トーチライトS８ 

Φ500 

通常価格￥172,000→ 

￥86,000 

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 

バーディ1 

W17/D23/H94cm 

通常価格￥92,000→ 

￥64,400 

バッテリー 

W11.5/D11.5/H25cm 

通常価格￥26,200→ 

￥23,580 

ディアマンテM 

W200/D300cm 

通常価格￥379,000→￥265,300 

レイモンド R43 

φ43cm 

通常価格￥259,000→￥233,100 

カボシュL 

φ70/H27cm通常価格

￥310,000→ 

￥217,00

ミカド 

W99/D3.2/H6cm 

通常価格￥74,000→ 

アリババ 

W51.5/H78cm 

通常価格￥193,000→ 

￥135,10

￥

リチュアルズ1 

W200/D300cm 

通常価格￥88,000→ 

￥61,600 

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 

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 

コッペリア 
W101/D101/H54cm 

通常価格￥471,000→￥423,900 

カネッタタハロゲン 

φ42/H13cm 

通常価格￥97,000→ 

￥67,900 

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 

ヘラクレウム2 

W98/D98/H65cm 

通常価格￥429,000→￥386,100 

ビハイブ ペンダント 

φ39/H38cm 

通常価格￥121,000→ 

￥84,700 

 

ジャギーペンダント 

W92/D27.5/H21cm 

通常価格￥102,000→ 

￥71,400 

スプーン ブラック 

W56/D56/H77〜96/SH55〜

75cm 

通常価格￥76,800→ 

￥69,120 

トーチライトS1 

φ15/H21cm 

通常価格￥45,000→ 

￥22,500 

表示価格は全て税抜となります。 

トーチライトS4 

φ約40/H40cm 

通常価格￥298,000→ 

￥149,000 

ベルランプS ゴールドボウ 

φ22/H23cm 

通常価格￥110,000→￥99,000 

ダンデライオン フロアランプ 

φ80/H170cm 

通常価格￥392,000→ 

￥352,800 

クランカーLED 120 クリア 

W125/H29cm 

通常価格￥118,000→￥82,600 

クランカーLED 120 ブラス 

W125/H29cm 

通常価格￥144,000→￥100,800 
ジョガーリ50 

φ50/H60cm 

通常価格￥248,000→ 

クランカーボックス120 

W119/D6/H9cm 

通常価格￥82,000→￥57,400 

クランカーシリンダー120 

W124/D10/H11cm 

通常価格￥92,000→￥64,400 

プラネット（フロア） 

W30/D30/H29cm 

通常価格￥55,400→￥49,860 

ストーン 

φ30/H46cm 

コンポニビリ2 

φ32/H40cm 

通常価格￥14,200→ 

￥12,780 

コンポニビリ3 

φ32/H58.5cm 

通常価格￥19,700→ 

￥17,730 

50% 
OFF 

LOW TABLE 

銀嶺LT ストーンナチュラル 

W90/D90/H35cm 

通常価格￥188,000→￥131,600 

ティップトップ／ティップトップ モノ 

φ48/H51cm 

通常価格￥33,300→ 

￥29,970 ハンプトンローテーブル 

W120/D70/H43cm(大) 

W50/D50/H36cm(小)×2 

通常価格￥148,000→￥103,600 

ハンプトンワゴン 

W50/D50/H58cm 

通常価格￥58,000→￥40,600 

カメオランプ 各種 

W200/D300cm 

通常価格￥38,000-→ 

￥19,000
〜 

50% 
OFF 

10% 

OFF 

スモーク 通常価格

￥30,300→￥27,270  
クローム 通常価格

まってるよ！ 

ニョメスアッティラ 

φ40/H44cm 

通常価格￥42,300→ 

￥38,070 

マスターズスツール 65 ブラック 

W50/D50/H99/SH65cm 

通常価格￥51,500→￥46,350 


