
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

展示現品が１０～５０％オフで 

お求め頂ける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。 
 

※詳細は鹿児島もしくは最寄りのショールームにお問い合わせください。 

※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。 

※在庫がなくなり次第、終了させていただきます。 

KITCHEN・BAGNO 

表示価格は全て税抜となります。 

MAX  50％ OFF 

セラミックボウルは鹿児島ショールームに展示がありません。 

在庫一級品がセール対象となります。 

排水栓や配管パーツは別途必要となります。 

クリスタル004 
φ43.5/H19cm 

通常価格￥291,000→ 

￥232,800 

フォーセット004 
W8.4//D21/H27.3cm 

通常価格￥71,000→ 

￥56,800 

ハイブリッド003 
W63.5/D42.5/H12cm 

通常価格￥71,000→ 

￥63,900 

BAGNO 

フォーセット007 
W4.4/D20.2/H35cm 

通常価格￥43,000→ 

￥34,400 

50% 

OFF 

KAGOSHIMA 

展示一掃セール 

クリスタル014 
φ43.5/H14cm 

通常価格￥169,000→ 

￥152,100 

ハイブリッド002 
W64/D48.5/H24cm 

通常価格￥228,000→ 

￥182,400 

ハイブリッド004 
W59/D42/H12cm 

通常価格￥61,000→ 

￥54,900 

セラミック001 
W60/D42/H18cm 

通常価格￥23,000→ 

￥11,500 

セラミック002 
φ42/H18cm 

通常価格￥24,000→ 

￥12,000 

セラミック003 
W70/D37/H15cm 

通常価格￥23,000→ 

￥11,500 

セラミック004 
W55/D35/H15cm 

通常価格￥28,000→ 

￥14,000 

セラミック005 
φ45/H18cm 

通常価格￥28,000→ 

￥14,000 

セラミック006 
φ35/H15cm 

通常価格￥24,000→ 

￥12,000 

セラミック007 
W52/D36/H16.5cm 

通常価格￥24,000→ 

￥12,000 

セラミック008 
φ45/H15cm 

通常価格￥24,000→ 

￥12,000 

HYBRID 

CERAMIC 

CRYSTAL 

フォーセット002 
W3.5//D20.9/H28.8cm 

通常価格￥75,000→ 

￥60,000 

フォーセット005 
W20.5/D21.9/H10cm 

通常価格￥41,000→ 

￥36,900 

カーブトロニック
W5.8/D18.1/H18.8cm 

通常価格￥103,000→ 

￥82,400 

FAUCET 

MIRROR ミラー001 
W95/D4.5/H70cm 

通常価格￥95,000→ 

￥76,000 

ミラー002 
W60/D4.5/H80cm 

通常価格￥72,000→ 

￥50,400 

ミラー003 
W60/D4.5/H90cm 

通常価格￥91,000→ 

￥81,900 

ミラー004 
W100/D4.5/H70cm 

通常価格￥115,000→ 

￥92,000 

下記キッチン・洗面セットは対象品の一部です。他対象品や仕様の詳細は最寄りのショールームにお問い合わせください。 

表示価格はキッチン本体の価格となり、配管部材、施工管理費、荷造運賃が別途必要となります。 

INO CD-LAND02 
幅3190×奥行1050×高950 

通常価格：4,041,100円 

セール価格：2,114,050円［税別］ 

INO Orlando Strage 
幅2400×奥行430×高2318.5 

通常価格：1,285,000円 

セール価格：642,500円［税別］ 

47% 

OFF 

50% 

OFF 

CURVE 

カーブ 
W120/D65/H45.5cm 

通常価格￥252,000→ 

￥126,000 

50% 

OFF 

コンポニビリ3 
φ32/H58.5cm 

通常価格￥19,700→ 

￥15,760 

コンポニビリ2 
φ32/H40cm 

通常価格￥14,200→ 

￥11,360 

コンポニビリ スマイル 
（シリアス） 

φ32/H40cm 

通常価格￥17,100→ 

￥15,390 

コンポニビリ スマイル 
（ウィンク） 

φ32/H40cm 

通常価格￥17,100→ 

￥15,390 

コンポニビリ スマイル 
（スマイル） 

φ32/H40cm 

通常価格￥17,100→ 

￥15,390 

OTHERS 

2019年3月19日まで 

プリンスアハ 
φ30/H435cm 

通常価格￥13,200→ 

￥11,880 

ホワイト 

グレイ 

ピジョン 

グリーン 

ティックタック 
（クローム） 

W29.5/H29.5/D8cm 

通常価格￥18,100→ 

￥14,480 

マトラッセ 
（ホワイト） 

φ 23/H30cm 

通常価格￥16,000→ 

￥12,800 

オールセインツ 
（クリスタル） 

φ 78/D3.8cm 

通常価格￥49,700→ 

￥39,760 

デューンL 
（クローム） 

W55/D38/H3cm 

通常価格￥22,500→￥18,000 

デューンS 
（クローム） 

W46/D32/H2.5cm 

通常価格￥16,400→￥14,760 

レイル30 
（クリスタル） 

W30/D7.5/H4cm 

通常価格￥12,600→ 

￥10,080 

レイル60 
（クリスタル） 

W60/D7.5/H4cm 

通常価格￥15,400→ 

￥13,860 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

各色 残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 
残り１台 

残り１台 

残り１台 残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 残り１台 

残り１台 

残り１台 
残り１台 

※針の色はオレンジが１台。 

シェルフィッシュ 
（オレンジ） 

W45/D15.5/H4cm 

通常価格￥14,600→ 

￥11,680 

残り２台 

ストーン（クリスタル/スモーク） 

φ30/H46cm 

通常価格￥30,300→ 

￥27,270 

ストーン（クローム） 

φ30/H46cm 

通常価格￥43,400→ 

￥39,060 

ミラー005 
W70/D12.5/扉D1.5/H70cm 

通常価格￥145,000→ 

￥130,500 

残り１台 

※写真はイメージとなります。 



INTERIOR

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

STOOL 

マスターズ（ブラック） 

W57/D47/H84/SH46cm 

通常価格￥31,700→￥25,360 

ニューヨークスツール（チョコ） 

※写真は座面の色が異なります。 

W40/D30/H66cm 

通常価格￥49,000→ 

￥39,200 

SOFA 

ラ・シェーナ001-2 
（ダークグレイ） 

W202/D100/H70/SH43cm 通常価格￥410,000→￥328,000 

LIGHT 

アミアミ 
（クリスタル） 

W41/D50/H85/SH46cm 

通常価格￥32,700→ 

￥26,160 

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 
（ブラック） 

W41/D51/H93/SH66cm 

通常価格￥227,000→ 

￥181,600 

アラジンTEC 
（クリスタル） 

W20.8/D20.8/H112cm 

通常価格￥48,700→ 

￥43,830 

ディアマンテM 
φ65/H35cm 

通常価格￥379,000→￥303,200 

レイモンド R43 
φ43cm 

通常価格￥259,000→￥207,200 

￥
コッペリアS 
（クローム） 

W68/D68/H43cm 

通常価格￥399,000→￥319,200 

ヘラクレウム2S 
（フレーム：ニッケル） 

W72/D72/H53cm 

通常価格￥306,000→￥244,800 

ビーシーエヌスツール 
W44/D46/H79/SH65cm 

通常価格￥69,000→ 

￥55,200 

表示価格は全て税抜となります。 

クランカーLED 120（クリア） 

W125/H29cm 

通常価格￥118,000→￥106,200 

クランカーLED 120（ブラス） 

W125/H29cm 

通常価格￥144,000→￥115,200 

ジョガーリ 
φ50/H60cm 

通常価格￥175,000→ 

￥140,000 

クランカーボックス120 
W119/D6/H9cm 

通常価格￥82,000→￥73,800 

クランカーシリンダー120 
W124/D10/H11cm 

通常価格￥92,000→￥82,800 

マスターズスツール 65 
（ブラック） 

W50/D50/H99/SH65cm 

通常価格￥51,500→ 

￥41,200 

TABLE 

サージオ ラウンド 
（フレーム：クリア / 天板：スモーク） 

φ120/H72cm 

通常価格￥234,600→ 

￥211,140 

ハンプトンローテーブルセット 

W120/D70/H43cm(大) 

W50/D50/H36cm(小)×2 

通常価格￥148,000→￥118,400 

残り２台 
残り２台 

残り２台 

残り２台 

残り１台 

残り４台 

マスターズ（クローム） 

W57/D47/H84/SH46cm 

通常価格￥70,700→￥56,560 

残り４台 
カムバックチェア（ホワイト） 

W57/D60/H97/SH47cm 

通常価格￥88,900→￥71,120 

残り４台 

アミアミ（スモーク） 

W41/D50/H85/SH46cm 

通常価格￥32,700→ 

￥26,160 

残り２台 

ジェネリックC 
（セージグリーン） 

W52/D51/H83.5/SH46.5cm 

通常価格￥24,400→ 

￥21,960 

残り４台 

シェトランドソファ（ブルーグレイ） 

W205/D94/H75/SH43cm 通常価格￥280,000→￥252,000 

シェトランドソファ シングルソファ 
（ブルーグレイ） 

W114/D94/H75/SH43cm  

通常価格￥173,000→￥155,700 

シェトランドソファ フットスツール 
（ブルーグレイ） 

W78/D78/H43cm  

通常価格￥122,000→￥109,800 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

ハンプトンダイニングテーブル 
W180/D89/H75cm 

通常価格￥185,000→ 

￥166,500 

残り１台 

残り１台 

フォー１９０ 
(天板：ブラック / 脚：ブラック) 

W190/D79/H73.5cm 

通常価格￥184,200→ 

￥147,360 

残り１台 

スパークルL テーブル 
（クリスタル） 

φ45/H35cm 

通常価格￥35,500→ 

￥26,130 
残り１台 

カブキ 
（クリスタル） 

φ50/H165cm 

通常価格￥141,700→ 

￥127,530 

アラジンDEC 
（アンバー） 

W20.8/D20.8/H112cm 

通常価格￥48,700→ 

￥43,830 

プラネット（ペンダント） 
（クリスタル） 

W30/D30/H27cm 

通常価格￥64,800→ 

￥58,320 
残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り２台 

ランタン（クリスタル） 

W9.5/D9.5/H30cm 

通常価格￥32,500→ 

￥29,250 

残り２台 

残り1台 

バッテリー（クリスタル） 

W11.5/D11.5/H25cm 

通常価格￥26,200→ 

￥20,960 

残り３台 

残り２台 

残り１台 

フロストボトルシャンデリア 
φ48/H155cm(高さ調節可) 

通常価格￥45,000→ 

￥36,000 

トンボロ 
φ16.5/H6.5cm 

通常価格￥49,800→￥39,840 

クーロンS 
φ65/H35cm 

通常価格￥110,000→￥99,000 

残り２台 残り１台 

残り２台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

残り１台 

※旧仕様 

カメオスタンドランプH 
W20/D24/H43cm 

通常価格￥27,000→ 

￥24,300 

残り１台 

ランタン（アンバー） 

W9.5/D9.5/H30cm 

通常価格￥32,500→ 

￥29,250 

ジェネリックA（ブラック） 

W52.5/D52/H79/SH46cm 

通常価格￥24,400→ 

￥21,960 

残り１台 


