
会場
ライティング
ショールーム

青山

8/24  (土)・25 (日)・26 (月)  10:00 - 19:003 DAYS

SUPER SALE
椅子200脚以上 サンプル・展示品 廃盤品大放出！

新しいショールームに

ぜひ遊びに来てください！

¥3,00
0

¥5,00
0

¥8,00
0

¥11,0
00

ROYAL FURNITURE COLLECTION



DENMARK

AROUND COFFEE TABLE
LARGE
定価 ¥99,000
セール価格 ¥19,000
SMALL
定価 ¥64,000
セール価格 ¥10,000

NERD CHAIR 
定価 ¥74,000
セール価格 ¥19,000

COMPILE
SHELF
CONFIGURATION3
定価 ¥185,000
セール価格
¥49,000

STACKED SHELF
SMALL 
定価 ¥25,000 ～
セール価格 ¥6,000
MEDIUM 
定価 ¥35,000 ～
セール価格 ¥9,000
LARGE
 定価 ¥42,000 ～
セール価格 ¥11,000
PODIUM
 定価 ¥54,000
セール価格 ¥14,000

DOTS COAT HANGER
LARGE
定価 ¥7,400
セール価格 ¥2,000
MEDIUM
定価 ¥5,500
セール価格 ¥2,000
SMALL
定価 ¥4,600
セール定価 ¥1,000

RESTORE TREY
定価 ¥190,000

セール価格 ¥7,000

ROOM THROW 
SIZE 1300 × 1800mm

定価 ¥23,000
セール価格 ¥4,900

COVER CHAIR 
定価 ¥79,000
セール価格
¥19,000

VISU CHAIR 
定価 ¥64,000
セール価格
¥12,000

20有り

40有り

50
ユニット

有り

150有り

他にも多数商品を 揃えております。



REX ROUNGE CHAIR
定価 ¥46,000

セール価格
¥12,000

NORWAY

DENMARK

INNOVATION LIVING 
SAGA CHAIR
セール価格 ¥49,000

DOUBLE COAT HOOK
定価 ¥3,000

RAKE 
定価 ¥27,500

EIGHT
定価 ¥91,000
セール価格
¥12,000

VARIABLE 
定価 ¥64,500
セール価格
￥15,000

THATSIT
定価 ¥169,000
セール価格

￥19,000

MOTION
定価 ¥91,000
セール価格
¥9,000

STEWARD
定価 ¥32,000

HIPPO
定価 ¥52,000

PILGLIM
定価 ¥23,000

WOODOO
セール価格 ¥39,000 HANG-SIT

定価 ¥55,000

TRAPEZE
定価 ¥19,800

STANDBY
定価 ¥27,500

PENGUIN
定価 ¥190,000
セール価格
¥9,000

MOVE
定価 ¥64,000

セール価格
¥9,000

DATE
定価 ¥91,000
セール価格 ¥12,000

PEEL 
定価 ¥400,000
セール価格 ¥75,000

BKF CHAIR
定価 ¥138,000~
セール価格
¥60,000

SHOEMAKER CHAIR
定価 ¥32,000~
セール価格

¥3,000~¥12,000

BERN CHAIR
定価 ¥109,000
セール価格
￥29,000

INNOVATION LIVING
SPLITBACK FREJ  BLUE
定価 ¥323,000 セール価格 ¥140,000

他にも多数商品を 揃えております。

CINEMA SPORTS
定価 ¥150,000
セール価格 ¥16,000

TOLIX MARCHE PIED 
定価 ¥64,800 
セール価格 ¥7,000

TOLIX MT500 
定価 ¥64,800
セール価格
¥7,000

CHICAGO
定価 ¥380,000
セール価格
¥29,000

¥1,000~¥9,000

15有り

15有り

25有り

15有り

15有り

25有り
15有り



EMECO BAR STOOL POLISHED
定価 ¥179,000

セール価格 ¥29,000

ICON BAR STOOL BRIUSHED
定価 ¥116,000

セール価格 ¥19,000

PICTURE
FROM

WAREHOUSE

L A M P S

U.S.A.

1104NAVY CHAIR CHERRY
 定価 ¥139,000

セール価格 ¥29,000

1951
COUNTER STOOL BLACK
定価 ¥116,000
セール価格
¥22,000 BROOM 

定価 ¥44,000
セール価格
¥4,000

1006NAVY
定価 ¥98,000

セール価格 ¥19,800

111NAVY CHAIR 
定価￥65,000

セール価格 ¥9,000

WORKSHOPLAMP
定価 ¥24000~68,000

セール価格 ¥5,000

SPINING LAMP
定価 ¥32,000

セール価格 ¥8,000

TOMROSSAU TR22
定価 ¥99,000

セール価格 ¥9,000

SNOWFLOWER
定価 ¥37,000

セール価格
¥3,000

BUBBLELAMP PEAR
定価 ¥78,000

セール価格
¥12,000

BELLEVUE AJ2 
定価 ¥145,000
セール価格
¥29,000

BUBBLE LAMP
LOTUS  CIGAR
定価 ¥116,000
セール価格

¥19,000

TOMROSSAU TR7
定価 ¥139,000
セール価格

¥14,000

E27
定価 ¥18,500
セール価格
¥3,000

COPENHAGEN
SC7 OPAL
定価 ¥80,000
セール価格
¥18,000

SU 18STOOL
OAK / BLACK FLRAME 

 定価 ¥170,000
セール価格 ¥29,000

LANCASTER CHAIR
定価￥96,000

セール価格
¥14,000

PAUSE SLEDGE
セール価格 ¥5,000

CORTINA
セール価格 ¥20,000

LANCASTER CHAIR
定価￥96,000

セール価格 ¥14,000

111NAVY CHAIR 
定価￥65,000

セール価格 ¥9,000

COSMOS
セール価格 ¥8,000

1006NAVY
定価 ¥98,000

セール価格 ¥19,800

MILLIBER LOUNGE
セール価格 ¥10,000

他にも多数商品を 揃えております。

倉庫にて



LIGHTING
SHOWROOM

AOYAMA TOKYO

外苑前駅から徒歩2分
弊社で取り扱う20ブランドの

照明を展示しています
セミナーの開催も随時承っております

www.royal-furniture.co.jp 

セール会場

本状をお持ちのうえお越しいただいた方には
デンマークのヒュッゲなキャンドルホルダーを
DM 一枚につきひとつプレゼントいたします。
キャンドルホルダーだけではなくカラフェにしたり
花瓶にしたりと使い方はいろいろ。

キャンドルホルダープレゼント
本状が

ご招待状
となります

ライティングショールーム青山
〒 107-0061  東京都港区北青山 2-9-14

本社 TEL:03-3593-3801
セール会場当日お問い合わせ先

03-3470-4343 ・ 070-1405-9136 ・ 090-1810-2666

株式会社ロイヤルファニチャーコレクション
LIGHTNG SHOWROOM

3GAIENMAE, AOYAMA
TOKYO

3
to SHIBUYA 246 st to AKASAKA

Gaienmae Sta.外苑前駅
出口 3 番から
約 150m

セール商品に関しての注意事項

・セール商品については欠陥があった場合を除き、返品、交換はでき
ません。

・当日のお支払いは現金のみとさせていただきます。

・セール商品の価格は予告なく変更される場合があります。

・ご購入は家具、照明合わせてお一人様5点までとさせていただきます。

・ご配送は着払いのみお受けいたします。

・商品の事前ご予約はお受けしておりません。

・３日間を通して商品の入れ替えを行いますが、商品がいつ展示され
るかの予告は行いません。

・展示品が売り切れでも在庫がある商品に関しては倉庫より直送を
させていただきます。

3 DAYS   8/24  (土)・25 (日)・26 (月)  10:00 - 19:00


