
6段　45×79×144㎝ 6段　40×99×122㎝

大型品一覧

観音開き型　56×90×180㎝ ガラス扉、４段　35×65×160㎝

上部開閉式　45×75×106㎝ 上側ガラス扉　44×85×200㎝

№001 タンス №002 タンス

№003 タンス №004 食器棚

№005 棚 №006 食器棚



大型品一覧

№011 靴箱 №012 タンス

縦長型　37×75×180㎝ 6段　40×80×122㎝

食器棚 №008 タンス

№009 収納棚 №010 タンス

3段×2列　30×65×107㎝ 4段　42×120×89㎝

上下セパレート可能　48×104×180㎝ 5段　41×90×113㎝

№007



大型品一覧

№013 収納棚 №014 収納棚

ロータイプ　46×57×90㎝ ７段　42×60×134㎝

2段+引き出し　32×64×86㎝ ロータイプ　37×57×91㎝

№015 靴箱 №016 収納棚

№017 収納棚 №018 収納棚

5段　30×85×181㎝ 扉付き、5段　43×48×178㎝



大型品一覧

ガラス戸付き　43×85×185㎝ 鏡付き　42×82×180㎝

№023 食器棚 №024 靴箱

ガラス戸付き　45×132×90㎝ ７段　45×105×141㎝

引き出し付き　45×121×68㎝ ガラス戸付き　60×60×102㎝

№019 ＴＶ台 №020 コーナー用物置

№021 食器棚 №022 タンス



大型品一覧

10足収納可　37×31×147㎝ 木製　31×72×78㎝

下段扉の開閉に不具合あり　40×73×104㎝ アンティーク調　30×72×88㎝

№027 食器棚 №028 棚

№029 靴箱 №030 電話台

下部に引き出しあり　55×60×180㎝ ガラス戸付き　35×30×182㎝

№025 タンス №026 食器棚



大型品一覧

下部に荷台あり　60×120×43㎝ 和室用　100×123×35㎝

№035 応接テーブル №036 和風座卓

上部ガラス戸付き　40×60×101㎝ 中型　90×150×35㎝

木製　42×55×90㎝ 白色　40×80×90㎝

№031 電話台 №032 収納棚

№033 食器棚 №034 和風座卓



大型品一覧

№40と同じ品　101×180×34㎝ イス１脚つき　80×135×69㎝

白基調　59×121×48㎝ 大型　101×180×34㎝

№039 応接台 №040 和風座卓

№041 和風座卓 №042 テーブル

少人数用　50×75×33㎝ 少人数用　60×90×33㎝

№037 ローテーブル №038 ローテーブル



大型品一覧

№043 ローテーブル №044 ローテーブル

ビジネス品　60×150×33㎝ №043と同じ品　60×150×33㎝

№045 ローテーブル №046 ローテーブル

№043と同じ品　60×150×33㎝ №043と同じ品　60×150×33㎝

№047 ローテーブル №048 ローテーブル

ビジネス品　45×180×33㎝ №047と同じ品　45×180×33㎝



大型品一覧

№049 ローテーブル №050 ローテーブル

№047と同じ品　45×180×33㎝ №047と同じ品　45×180×33㎝

№051と同じ品　45×180×30㎝ №051と同じ品　45×180×30㎝

ビジネス品　45×180×30㎝ №051と同じ品　45×180×30㎝

№051 ローテーブル №052 ローテーブル

№053 ローテーブル №054 ローテーブル



大型品一覧

№055 テーブル（大） №056 アンティークテーブル

№057 アンティークテーブル №058 ＴＶ台

イスなし　65×100×116㎝ コードなし、動作未確認　76×76×36㎝

№059 学習机(両袖机付き） №060 こたつ台

イスなし　85×180×72㎝ ガラス天板　51×153×47㎝

ガラス天板　50×158×40㎝ 白基調　45×150×49㎝



大型品一覧

八角形　55×55×56㎝ 木の枝風、3か所、アート調　48×88×18㎝

縁台としても可能？　76×121×35㎝ 作動しましたが、自己責任で。　60×60×38㎝

№063 ローテーブル №064 こたつ台

№065 アンティークテーブルスタンド №066 物置台

ビジネス品　60×180×33㎝ №061と同じ品　60×180×33㎝

№061 ローテーブル №062 ローテーブル



大型品一覧

イスなし　40×56×114㎝ 中央に起倒式カップホルダー付　90×155×85㎝

№071 PCデスク №072 ソファ(2人用）

イスなし　45×65×138㎝ イスなし　40×65×135㎝

ディズニー図柄の天板　60×60×38㎝ 楕円形　70×150×47㎝

№067 ミニテーブル №068 テーブル

№069 PCデスク №070 PCデスク



大型品一覧

座椅子型　70×70×108㎝ キャスター付き　70×70×120㎝

２～３人用　50×105×75㎝ ２～３人用　50×119×90㎝

№075 木製長椅子 №076 木製長椅子

№077 ゲーミングチェア №078 ゲーミングチェア

オットマン１脚付き　83×127×96㎝ グレー　85×180×76㎝

№073 ソファ(2人用） №074 ソファ(3人用）



大型品一覧

ノーマル(ひじ掛けなし）　45×50×95㎝ シルバー　45×116×50㎝

№083 オフィスチェア №084 ＴＶ台

ハイバック、ひじ掛けあり　50×58×116㎝ №081と同じ品　50×58×116㎝

キャスター付き　60×65×130㎝ ひじ掛けあり　65×55×90㎝

№079 ゲーミングチェア №080 座椅子

№081 オフィスチェア №082 オフィスチェア



大型品一覧

アップリカ　60×45×98㎝ 欠番　××㎝

アップリカ　75×50×100㎝ コンビ　70×50×105㎝

№087 ベビーカー №088 ベビーカー

№089 ベビーカー №090 欠番

欠番

タカタ　50×38×65㎝ コンビ　50×48×68㎝

№085 ジュニアシート №086 ジュニアシート



大型品一覧

４段　35×75×124㎝ 2列式　33×81×145㎝

№095 メタルラック №096 ハンガーラック

白バイ仕様　43×60×46㎝ ４段　35×66×121㎝

白基調　45×37×80㎝ GT-R　66×95×50㎝

№091 ベビーチェア №092 幼児用自動車

№093 幼児用三輪車 №094 メタルラック



大型品一覧

ショーケース入り　48×46×92㎝ 観賞用　55×55×145㎝

袖机のみ　52×42×62㎝ 米用の収納引き出しあり　42×52×150㎝

№099 学習机用袖机(単品） №100 キッチン用ラック

№101 五重塔 №102 樹の幹(オブジェ）

仕切りや衝立としても可　20×90×70㎝ アンティーク品　41×72×38㎝

№097 プランターシェルフ №098 火鉢



大型品一覧

角形　33×54×157㎝ 角形　50×52×152㎝

№107 姿見(鏡） №108 姿見(鏡）

箱付き、要組立　262×49×115㎝ 角形　34×42×162㎝

腹筋用　133×40×63㎝ 鍵、開錠用ナンバー付き　43×48×38㎝

№103 筋トレ用品 №104 小型金庫

№105 幼児用滑り台 №106 姿見(鏡）



大型品一覧

大人用。未整備のため自己責任で。テスト
時は問題なし

0

楕円形（No.110の類似品）　162×52×152㎝
子供用。未整備のため自己責任で。前ブ

レーキに若干の違和感あり

№111 姿見(鏡） №112 自転車

№113 自転車 №114 0

楕円形　162×52×152㎝ 楕円形　162×52×152㎝

№109 姿見(鏡） №110 姿見(鏡）


