2019 BIG BARGAIN

シングル+シングルベッド
幅2030×長さ2170×高さ675

\150,000

\159,600

「電動リクライニングべッド」多数展示中！
ファインレボ＆エアウィーヴマットレスＰＷ

シングル （幅97cm） ￥108,000
セミダブル（幅122cm） ￥126,000
ダ ブ ル（幅140cm） ￥144,000
ﾜｲﾄﾞﾀﾞﾌﾞﾙ （幅154cm） ￥162,000

「寝返りのしやすさ」、「通気性」、
「清潔性」を同時に実現し、お好みに合せて
寝心地の選択ができるハイグレードモデル
シングル
￥199,800
セミダブル ￥230,040
ダブル
￥260,280
ワイドダブル￥280,800
クイーン
￥291,600

ウォールナット無垢材を
使用したシンプルなデザイン︕

ポケットコイルマット付
（しなやかな寝心地）

ウレタンマットレス付

（しっかり硬めのマットレス）

シングル電動ベッド（２モータ）
幅1050×長さ2030×高さ780

テレビボード多数展示中！
ウォールナット突板

ビッグ
バーゲン
開催

\99,800

シングル電動ベッド（３モータ）
幅1050×長さ2155×高さ725～1025

３人掛ソファ＜ファブリック＞

\59,800
\49,800 Ｗ1900×Ｄ880×Ｈ970×ＳＨ420 ×
×

３人掛ソファ＜ＰＶＣ＞
Ｗ1700×Ｄ830×Ｈ940×ＳＨ400

ダイニング４点セット（オーク無垢材）
ダイニング５点セット（ラバー材）
テーブル Ｗ1350×Ｄ800×Ｈ720
テーブル
チェア Ｗ1350×Ｄ800×Ｈ700
Ｗ450×Ｄ520×Ｈ890×ＳＨ440
チェア
ベンチ Ｗ440×Ｄ500×Ｈ900×ＳＨ420
Ｗ1150×Ｄ330×Ｈ430mm

\89,800
×

ダイニング６点セット（ラバーウッド無垢材）
テーブル︓W1800×D900×H700
チェアレス ︓W480×D585×H845(H430）
アームチェア︓W590×D585×H845(H430）
1600ベンチ ︓W1600×D400×H420

テレビボード（ウォルナット）
Ｗ1800×Ｄ420×Ｈ330

×
\69,800

飛騨の家具フェア

学習机フェア

木の小物プレゼント
期間中、飛騨の家具をお買上げの方に
『木の小物』を１つプレゼント︕
・木のフォトフレーム
・木のリーフトレー
・木のミニチェア など
※但し 2019 年 2 月 27 日までにご成約の方に限ります。

バーゲン特別価格にて大御奉仕！
チェア

\19,980

パーソナルチェア
（オットマン付）
革張り・一部合皮

×
\188,000

新作

ひな人形

特選

ずっと使うものだから、良いものを選びたい！

魚津市吉島２１０８－２（旧８号線沿）

☎ (0765)２２-２４９６

\92,448
×

チェア︓Ｗ820×Ｄ870～1140×Ｈ990
＜スツール・サイドテーブル付＞

\69,800
×
展示現品だから出来るこの価格！

営業時間
定 休 日

www.ishizakikagu.com

SALE

全品売りつくし
超お買得品・超お値打ち品から先に
なくなりますのでお早めにご来店ください。

「女の子の一生の宝物。
飾っていて思わず笑みがこぼれるような、おひなさま」

◀
収納タイプ
木目込人形飾り 幅52×奥行31×高さ33cm 木目込人形飾り 幅50×奥行33×高さ49cm

収納タイプ
木目込人形飾り 幅60×奥行46×高さ57cm

衣裳着立親王飾り

\88,000～\500,000

高級木製三段衣裳着五人飾り

幅75×奥行43×高さ41cm

衣裳着親王飾り

\108,000～\600,000

幅75×奥行45×高さ38cm

衣裳立親王飾り 幅67×奥行47×高さ65cm

「ひな人形」 とは？

「ひな人形」とは、三月三日の上巳（じょうし）とよばれる
桃の節句にお子様が、健やかで、優しい女性に育つようにと
願いを込めて飾る、人形や雛具のことです。
もとは、この三月三日に行われていた人形の形代（かたしろ）
にした厄払いの行事が平安貴族の人形あそびといつの間にか
結びついて「ひな祭り」になりました。

\88,000～\200,000

コンパクトな
木目込み収納飾り

ＡＭ１０：００～ＰＭ７：００
毎週木曜日 （第一水曜日）

2019 WINTER BARGAIN

京雛 の他、全国有名メーカー多数展示中！

三段飾り

特別価格

\179,800

学習デスク アルダー材
幅1000×奥行765×高さ970

お子様の健やかなご成長と
輝かしい未来への夢を託して

衣裳着親王飾り

一枚板︓欅（けやき）
長さ1820×幅940～960×高さ710mm
木の椅子 回転式 タモ材
ベンチ１７０ タモ材

×
\98,000 テレビボード
\39,800
×
Ｗ1405×Ｄ433×Ｈ385

展示品全品、
入れ替えの為 大御奉仕！

親王飾り

100枚 以上
展示中

ダイニング５点セット（ウォールナット無垢材）
テーブル Ｗ1500×Ｄ850×Ｈ700
チェア
Ｗ450×Ｄ530×Ｈ860×ＳＨ430

ソファ（革張り／ウォルナット）
Ｗ1800×Ｄ820×Ｈ750（ＳＨ400）

木目込人形

天然一枚板
モンキーポッド
店頭表示価格より
（輪切）
更に割引中！
天然板

ひな人形 お買上げ特典
※離島・一部地域では別途送料が必要な場合があります。

① 全国送料無料！
②『オルゴール付写真立て』
③『高杯』
④『お手入れ３点セット』
⑤『赤メルトン』
をプレゼント！

⑥ 更に10万円以上の
ひな人形を
お買上げの方に
『被布』をプレゼント！

幅90×奥行84×高さ92cm

コンパクトなケース飾りや収納飾りの他
豪華な段飾りまで多数取り揃えております。
被 布
※一部、ケース飾りやセール品など対象外の商品もございます。

女の子の一生の宝物。
飾っていて思わず笑みがこぼれるような「おひなさま」

平安三賢女付

雛の詩

周辺ご案内地図
魚津駅

ネッツ●
トヨタ

第２ ヤマダ電機●
展示場

◀
収納タイプ
収納飾り 幅69×奥行45×高さ63cm

収納タイプ
収納三段飾り 幅71×奥行74×高さ75cm

「飾り台」の中に収納できる
コンパクトな三段飾り

三段飾り

幅85×奥行78×高さ88cm

三段飾り 幅105×奥行100×高さ109cm 三段飾り 幅118×奥行101×高さ118cm
至 魚津インター

ケース飾り

\49,800～\150,000

至 労災病院

ずっと使うものだから、良いものを選びたい︕

魚津市吉島２１０８－２（旧８号線沿）

☎ (0765)２２-２４９６

収納タイプ
収納三段飾り 幅75×奥行67×高さ76cm

ケース飾り

幅70×奥行35×高さ44cm

ケース飾り 幅62×奥行36×高さ41cm

全て、数に限りがございますので、お早めにご来店ください。 店内のスペース上、全てを展示してお見せ出来ませんのでご了承下さい。

営業時間 ＡＭ１０︓００～ＰＭ７︓００
定 休 日 毎週木曜日 （第一水曜日）

黒部

滑川

オート●
バックス

国道８号線バイパス

\88,000～\250,000

下台の「飾り箱」の
収納タイプ
中に収納できる収納飾り
収納飾り 幅63×奥行40×高さ54cm

魚津店

旧国道８号線

コンパクト
三段五人飾り

収納三段飾り 幅70×奥行68×高さ71cm 三段飾り 幅75×奥行66×高さ80cm 三段飾り 幅80×奥行72×高さ82cm

収納飾り

セブン
イレブン
● ウエルシア●

カーマ
●

至

至

魚津
●警察署

アップルヒル●

収納タイプ

わが家 のテー ブル を

シングル+シングルベッド
幅1940×長さ1980×高さ830

\99,800

Tennenmoku Gallery

見 つけに行 こう！

シングルベッド
幅990×長さ2030×高さ770

神棚2.8尺セット（幅85cm）

天然木ギャラリー

国産ポケットコイルマット付

家内安全

\49,800

スタイリッシュなロータイプベッド
ＬＥＤ照明付！

フランスベッド
ＺＥＬＴスプリングマット付

高い耐久性

オシャレな革張りソファ

シングルベッド
幅1000×長さ2080×高さ760

神棚2.5尺セット（幅76cm）

神棚2.5尺セット（幅76cm）

国産ポケットコイル
３ゾーンマット付

\89,800

\49,800

神棚2.1尺セット（幅63cm）

を！

抜群の通気性

シングルベッド
幅1000×長さ2080×高さ760

ウォルナット色・ナチュラル色の２色対応︕
シングルベッドを２台並べたキングサイズ︕

サイズ違いがあります。

シングルベッド
幅970×長さ2060×高さ800

ボンネル
スプリングマット付

神棚

\59,800

\39,800

お好きな「フレーム」と「マットレス」を組み合わせいたします。

フランスベッド
高密度連続スプリングマット

シングルベッド
幅1050×長さ2100×高さ830

ボンネル
スプリングマット付

お家を建てたら まず

シングルベッド
幅1000×長さ1990×高さ780

\29,800

サイズ違いがあります。
国産ボンネル
スプリングマット付

アンティーク調の
ベッドフレーム

ボンネル
スプリングマット付

シングルベッド
幅1000×長さ2030×高さ720

ヴィンテージ感漂うベッドフレーム

サイズ違いがあります。

ご予算に応じてお手頃価格より
高級品まで取り揃えております。

但し、５万円以上の商品でお買上げ商品と同等品に限ります。お引取りは、配達時とさせて頂きます。

サイズ違いがあります。
ボンネル
スプリングマット付

神棚セット\49,800より
取り揃えております。

期間中、不要ベッド・マットレスの 引取り無料！

ベッド買い替えキャンペーン

神棚祭

特選
コンパクトタイプ各種取り揃えております︒

Bed Collection

日頃のご愛顧に感謝いたしまして、バーゲン価格にて大御奉仕！

27 日(水)

～

商売繁盛

※価格は全て税込価格となります。

※一部対象外の商品もございます。

２ 月 1 日(金)

学業成就

チャンス！

今が

検索

石崎家具店

五穀豊穣

大バーゲン

お得に買うなら

富山県内
開梱・組立・設置
配送無料！

全品、当店通常価格より更に割引！

後の
平成最

