
■単品料金 （税抜） ■単品料金 （税抜）

分類 商品 品目別料金 分類 商品 品目別料金
家電 ＡＶ類 テレビ テレビ（ブラウン管） 4,000 円～ 家具 寝具 布団・毛布 500 円～

テレビ（液晶） 4,000 円～ チェアー 折りたたみチェアー 800 円～
テレビデオ 4,000 円～ ダイニングチェアー 500 円～

ビデオ類 ビデオデッキ 500 円～ ソファー(一人掛け） 3,000 円～
ビデオカ ラ 500 円～ ソファー（二人掛け） 4,000 円～
ＤＶＤレコーダー 500 円～ ソファー（三人掛け） 5,000 円～
レーザーディスク 500 円～ 座椅子 800 円～

音響 ラジカセ 1,000 円～ 一人がけチェアー 2,000 円～
ニコン 1,500 円～ テーブル ダイニングテーブル 4,000 円～

ステレオ 2,000 円～ 木製 ースのローテーブル 2,000 円～
パソコン パソコン本

体
デスクトップ（一式） 5,000 円～ ガラス ースのローテーブル 2,000 円～
ノートブック 5,000 円～ その他（ＴＶ ード、収納テーブル） 2,000 円～

一体型 5,000 円～ 収納家具 洋服タンス（小） 4,000 円～
パソコン関
連

キー ード＆ ウス 200 円～ 洋服タンス（中） 5,000 円～

液晶ディスプレイ 500 円～ 洋服タンス（大） 6,000 円～
ＣＲＴディスプレイ 1,500 円～ 本棚 5,000 円～
インクジェットプリンター 500 円～ 下駄箱 1,800 円～
プリンター複合機 1,000 円～ カラー ックス（洋服入れ） 500 円～

シロ ノ家
電

食関連 冷蔵庫 6,000 円～ その他 鏡台 4,200 円～

電子レンジ 1,000 円～ カー ット(4.5畳） 1,800 円～
トースター 500 円～ クッション 200 円～
炊飯器 500 円～ 傘立て 1,500 円～
ット 500 円～ サイド ード 5,000 円～

ガステーブル（２穴） 500 円～ 日用品 生活 カラー ックス（プラ　洋服入れ） 500 円～
食器洗い機 2,000 円～ 物干し竿（３ｍ以下） 500 円～

ジューサー 200 円～ スーツケース（中） 1,000 円～
コーヒー ーカー 500 円～ ビー キー ード 3,000 円～

清掃関連 洗濯機 5,000 円～ エレクトーン 10,000 円～
掃除機 1,000 円～ ピアノ 12,000 円～
ふとん乾燥機 800 円～ ギター 1,000 円～

アイロン 400 円～ ゴルフバッグ 1,000 円～
乾燥機 5,000 円～ 旅行用バッグ 500 円～

冷暖房関連 エアコン 4,000 円～ その他 自転車 500 円～
ファンヒーター 1,000 円～ 健康器具 1,000 円～
電気ストーブ 1,000 円～ ス ーツ用

品
屋内 ステップトレーナー 2,000 円～

扇風機 1,000 円～ ぶら下がり健康器 1,500 円～

空気清浄機 1,500 円～ ルー ランナー 5,000 円～
照明 シーリングライト 2,000 円～ バド ントンラケット 200 円～

電気スタンド 1,000 円～ 屋外 バット 200 円～
シ ンデリア 2,000 円～ テニスラケット 200 円～
蛍光管 1,000 円～ ゴルフクラブセット 2,000 円～

家具 寝具 シングル ッド 4,000 円～ 釣竿 1,000 円～
セ ダブル ッド 6,000 円～ スキー・スノ ブーツ 1,500 円～

ダブル ッド 7,000 円～ スキー・スノー ード板 1,500 円～
折りたたみ ッド 3,000 円～ サーフ ード（ロング） 3,000 円～
ットレス（シングル） 3,000 円～ ウィンドサーフィン 3,000 円～

ットレス（セ ダブル・ダブル） 5,000 円～ エアロバイク 2,000 円～

電動自転車 2,000 円～
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