
２０２０年７月１日開始照明新価格　赤字価格改定有 株式会社ロイヤルファニチャーコレクション

1

ページ 品名 品番 / 仕様 在庫品※1 旧価格(税抜） 新価格(税抜）

8 ORIGINAL BTC FIN PENDANT Medium ◆ ¥69,000 ¥72,000

Large ◆ ¥79,000 ¥79,000

Extra Large ◆ ¥124,000 ¥124,000

10 HATTON 1 ◆ ¥74,000 ¥74,000

HATTON 2 ◆ ¥99,000 ¥99,000

HATTON 3 ◆ ¥88,000 ¥88,000

12 HATTON 4 ◆ ¥158,000 ¥158,000

14 CHRISTIE PENDANT ◆ ¥137,000 ¥137,000

16 FIN HORIZONTAL PENDANT ◆ ¥87,500 ¥87,500

18 SOPRA QUILTED DOWN LIGHT                                                           ※３ ◆ ¥58,000 ¥58,000

SOPRA RIDGED DOWN LIGHT                                                           ※３ ◆ ¥58,000 ¥58,000

19 MAY 2 PENDANT                                                           ※３ ◆ ¥95,000 ¥95,000

20 CASABLANCA FOCUS 43 CEILING LIGHT 取付簡易型 ◆ ¥81,000 ¥81,000

22 AIH 38 PENDANT 全長800mm - 1300mm ◆ ¥119,000 ¥119,000

26 ALEVE L PENDANT                                                           ※３ ◆ ¥118,000 ¥118,000

ALEVE CEILING LIGHT                                                           ※３ ◆ ¥74,000 ¥79,000

29 CORPO D PENDANT 全長800mm - 1300mm ◆ ¥87,000 ¥87,000

30 BELL 30 PENDANT 全長800mm - 1300mm ◆ ¥89,000 ¥89,000

31 BOWL 35 PENDANT 全長800mm - 1300mm ◆ ¥79,000 ¥79,000

34 LaLampa SPIN PYRAMID PENDANT 16種類の色よりOUT/IN でお選び頂けます ¥65,000 ¥65,000

35 SQUARE PYRAMID PENDANT 16種類の色よりOUT/IN でお選び頂けます ¥71,000 ¥71,000

SAPHIR PENDANT 16種類の色よりOUT/IN でお選び頂けます ¥74,000 ¥74,000

TRIANGLE PYRAMID PENDANT 16種類の色よりOUT/IN でお選び頂けます ¥66,000 ¥66,000

36 WATERLILY CEILING LIGHT OUT : グレー（NO.13)　　IN : ホワイト（NO.16)　　　取付簡易型 ◆ ¥122,000 ¥128,000

37 BUTTON 4 CEILING LIGHT OUT：グレー（NO.13)　　IN : ホワイト  (NO.16)     　 取付簡易型 ◆ ¥102,000 ¥108,000

LEAF CEILING LIGHT OUT : ホワイト（NO.16)　　IN : ホワイト（NO.16)　　取付簡易型 ◆ ¥111,000 ¥118,000

DIAMOND CEILING LIGHT OUT：ホワイト（NO.16)　　IN : ホワイト  (NO.16)      取付簡易型 ◆ ¥92,000 ¥92,000

LAMP
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44 HERMAN MILLER NELSON TRIPLE BUBBLE LAMP FIXTURE  ※３ ◆ ¥35,000 ¥39,000

45 NELSON SAUCER BUBBLE PENDANT Small ◆ ¥68,000 ¥68,000

Medium ◆ ¥83,000 ¥83,000

Large ◆ ¥122,000 ¥122,000

X-large ※３ ¥385,000 ¥385,000

47 NELSON CIGAR BUBBLE PENDANT Small ◆ ¥68,000 ¥68,000

Medium ◆ ¥83,000 ¥83,000

Large ◆ ¥106,000 ¥106,000

NELSON BALL BUBBLE PENDANT Small ◆ ¥68,000 ¥68,000

Medium ◆ ¥83,000 ¥83,000

Large ◆ ¥106,000 ¥106,000

48 NELSON PEAR BUBBLE PENDANT Small ◆ ¥78,000 ¥78,000

Medium ◆ ¥96,000 ¥96,000

NELSON LANTERN BUBBLE PENDANT ◆ ¥68,000 ¥68,000

NELSON PROPELLER BUBBLE PENDANT ◆ ¥90,000 ¥90,000

NELSON APPLE BUBBLE PENDANT ◆ ¥83,000 ¥83,000

NELSON ANGLED BUBBLE PENDANT ◆ 新商品 ¥85,000

NELSON ROLL BUBBLE PENDANT ◆ 新商品 ¥85,000

49 NELSON SAUCER CRISSCROSS BUBBLE PENDANT ◆ ¥90,000 ¥90,000

NELSON CIGAR CRISSCROSS BUBBLE PENDANT ◆ ¥90,000 ¥90,000

NELSON BALL CRISSCROSS BUBBLE PENDANT ◆ ¥90,000 ¥90,000

NELSON PEAR CRISSCROSS BUBBLE PENDANT ◆ ¥99,000 ¥99,000

50 NELSON CIGAR LOTUS TABLE LAMP ベース：ブラッシュドニッケル ◆ ¥110,000 ¥110,000

NELSON CIGAR LOTUS FLOOR LAMP   Small ベース：ブラッシュドニッケル ◆ ¥116,000 ¥116,000

NELSON CIGAR LOTUS FLOOR LAMP   Medium ベース：ブラッシュドニッケル ◆ ¥134,000 ¥134,000

NELSON CIGAR LOTUS TABLE LAMP ベース：ウオールナット ◆ ¥119,000 ¥119,000

NELSON CIGAR LOTUS FLOOR LAMP   Small ベース：ウオールナット ◆ ¥125,000 ¥125,000

NELSON CIGAR LOTUS FLOOR LAMP   Medium ベース：ウオールナット ◆ ¥138,000 ¥138,000

50 NELSON PEAR LOTUS TABLE LAMP ベース：ブラッシュドニッケル ¥110,000 ¥110,000

NELSON PEAR LOTUS FLOOR LAMP    Small ベース：ブラッシュドニッケル ¥116,000 ¥116,000

NELSON PEAR LOTUS FLOOR LAMP    Medium ベース：ブラッシュドニッケル ¥134,000 ¥134,000

NELSON PEAR LOTUS TABLE LAMP ベース：ウオールナット ¥119,000 ¥119,000

NELSON PEAR LOTUS FLOOR LAMP    Small ベース：ウオールナット ¥125,000 ¥125,000

NELSON PEAR LOTUS FLOOR LAMP    Medium ベース：ウオールナット ¥138,000 ¥138,000

NELSON LANTERN TRIPOD LAMP ◆ ¥89,000 ¥89,000

58 DCW editions LAMPE GRAS  LAMPE D'ARCHITECTE NO.201 ROUND ブラック ◆ ¥79,000 ¥79,000

LAMPE GRAS  LAMPE DE TABLE  NO.205 ブラック ◆ ¥79,000 ¥79,000

60 LAMPE GRAS  LAMPE D'ARCHITECTE  NO.211-311 ブラック ¥115,000 ¥115,000

61 LAMPE GRAS  LAMPADAIRE NO.411 ブラック ◆ ¥125,000 ¥125,000

63 LAMPE GRAS  LAMPADAIRE NO.215 ブラック　コニックシェード ◆ ¥158,000 ¥158,000

64 LAMPE GRAS  SUSPENSION NO.302 ブラック  ※３ ◆ ¥114,000 ¥99,000

LAMPE GRAS  SUSPENSION NO.302L ブラック  ※３ ¥125,000 ¥125,000

66 LAMPE GRAS  SUSPENSION NO.312 ブラック  ※３ ¥125,000 ¥109,000

69 LAMPE GRAS  APPLIQUE NO.210 ブラック ◆ ¥117,000 ¥117,000

70 LAMPE GRAS  APPLIQUE NO.304L40 ブラック  ※３ ◆ ¥89,000 ¥89,000

LAMPE GRAS  APPLIQUE NO.304L60 ブラック  ※３ ◆ ¥91,000 ¥91,000

75 LES ACROBATES DE GRAS  NO.322 CEILING LAMP ブラック　シェードL　全長1300mmまでの価格 ※３　　 ◆ ¥64,000 ¥64,000

LES ACROBATES DE GRAS  NO.323 CEILING LAMP ブラック　シェードL　全長1300mm  W1100mmまでの価格  ※３　　 ◆ ¥75,000 ¥75,000

LES ACROBATES DE GRAS  NO.324 CEILING LAMP ブラック　シェードL　全長1300mm  W2200mmまでの価格  ※３　　 ◆ ¥120,000 ¥120,000

77 LES ACROBATES  PART AC3 ブラック　連結フランジ  ※３ ◆ ¥16,000 ¥16,000

LES ACROBATES  NO.324 x 2 + AC3 x 1 ブラック　シェードL　全長1300mm  W4400mmまでの価格  ※３　　 ◆ ¥256,000 ¥256,000

78 LAMPE MANTIS  BS1 FLOOR LAMP ブラック ◆ ¥179,000 ¥179,000

LAMPE MANTIS  BS3 TABLE LAMP ブラック（シェードについているスイッチはダミーです） ◆ ¥99,000 ¥99,000

LAMPE MANTIS  BS5 WALL LAMP ブラック  ※３ ¥80,000 ¥80,000

81 HERE COMES THE SUN Φ２５０ｍｍ ◆ ¥59,000 ¥63,000

Φ３５０ｍｍ ◆ ¥92,000 ¥97,000
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86 &TRADITION COPENHAGEN PENDANT SC6 ブラックブラス / ストーン ◆ ¥48,000 ¥44,000

SC6 OPAL GLASS ◆ ¥66,000 ¥59,000

SC7 ブラックブラス / ストーン ◆ ¥80,000 ¥74,000

SC7 OPAL GLASS　 ◆ ¥99,000 ¥88,000

SC8 ブラックブラス ¥144,000 ¥144,000

88 FLOWERPOT PENDANT   VP1 ブラックブルー / ホワイト ◆ ¥47,000 ¥42,000

FLOWERPOT TABLE LAMP   VP3 ブラックブルー / ホワイト ◆ ¥64,000 ¥59,800

90 MEGA BULB PENDANT  SR2 Gold luster glass                                 ※2 ◆ ¥48,000 ¥48,000

Silver luster glass 　                            ※2 ◆ ¥48,000 ¥48,000

Clear glass 　　 　　                            ※2 ◆ ¥44,000 ¥44,000

92 UTZON PENDANT   JU1 ホワイト ◆ ¥53,000 ¥53,000

コッパー ◆ ¥76,000 ¥76,000

ブラス ◆ ¥76,000 ¥76,000

94 BELLEVUE FLOOR LAMP   AJ7 ブラック＋ブラス ◆ ¥145,000 ¥129,000

96 BELLEVUE WALL LAMP   AJ9 ブラック＋ブラス（フランジについているスイッチはダミーです） ◆ ¥69,000 ¥69,000

BELLEVUE TABLE LAMP   AJ8 ブラック＋ブラス（ベースについているスイッチはダミーです） ◆ ¥96,000 ¥96,000

97 MILK TABLE LAMP   NA1 ガラス／アッシュ（ナチュラル/スモークドオイル）　　 ◆ ¥32,400 ¥32,400

98 BLOWN PENDANT   SW3 Silver luster glass　  全長 800mm -1100mm ◆ ¥84,000 ¥84,000

99 PASSEPARTOUT　 JH11 ホワイト　　　　　　　　　　　　　　 　※３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ ¥79,000 ¥79,000

PASSEPARTOUT　 JH12 ホワイト                                              ※３ ◆ ¥79,000 ¥79,000

100 THE WORKSHOP LAMP / white ・  matte black Small ◆ ¥24,000 ¥24,000

Medium ◆ ¥32,000 ¥32,000

Large ◆ ¥39,000 ¥39,000

Extra large ◆ ¥65,000 ¥65,000

THE WORKSHOP LAMP / aluminum Small ¥25,900 ¥25,900

Medium ◆ ¥35,000 ¥35,000

Large ◆ ¥42,000 ¥42,000

Extra large ¥68,000 ¥68,000

POLCE LIGHT ¥34,800 ¥34,800

105 KNIT-WIT KW45 PENDANT シルバー ¥95,000 ¥95,000

サンライズ ¥95,000 ¥95,000

106 FORESTIER SUSPENSION PAPILLON X-Small   シャンパンゴールド/ホワイト ◆ ¥36,000 ¥36,000

Small　　ブラック / ホワイト ◆ ¥79,000 ¥79,000

108 LIBELLULE ブラック / ホワイト ◆ ¥57,000 ¥57,000

110 DARØ BELL+30P1 ブラック / ホワイト ◆ ¥64,500 ¥69,500

114 ARCHOS18 ブラック　　　　　　　　　                   ※2   ※３　 ◆ ¥45,000 ¥45,000

115 GISARIO15 ブラック　　　　　　　　               　　 ※2　※３　 ◆ ¥39,000 ¥39,000

117 TRION35P1 ブラック　　　　　　　　      　 ◆ ¥49,000 ¥49,000

118 MILLION VOYAGE MODEL 2 PENDANT ホワイト / ブラック ◆ ¥145,000

125 B.LUX CENTRA S1 PENDANT ◆ ¥79,000

126 C BALL PENDANT S1 ◆ ¥95,000

C BALL PENDANT S2 ◆ ¥129,000

128 PHI S40 PENDANT 全長800mm - 1300mm ◆ ¥132,000

130 KESHI S30 PENDANT                                                          ※３ ¥198,000

132 GINGKO S40 PENDANT ダークブラウン ◆ ¥95,000

134 ASPEN C17A CEILING LIGHT グレー　（艶なし）　　　　　　　 　     ※３ ◆ ¥74,000

135 CONE LIGHT W                                                          ※３ ◆ ¥77,000

136 PIET HEIN SUPEREGG ◆ ¥64,000 ¥64,000

SUPER ◆ ¥59,000 ¥59,000

138 NEW WORKS LANTERN PENDANT Small　　 　 ◆ ¥49,000 ¥49,000

Medium　 ◆ ¥65,000 ¥65,000

Large　　 　 ◆ ¥89,000 ¥89,000

142 GRAYPANTS Scrap lights  MOON10　 ナチュラル ◆ ¥53,000 ¥53,000

ホワイト ◆ ¥55,000 ¥55,000

Scrap lights  MOON14　 ナチュラル ◆ ¥69,000 ¥69,000

ホワイト ◆ ¥72,000 ¥72,000

Scrap lights  MOON18　 ナチュラル ¥96,000 ¥96,000

ホワイト ¥104,000 ¥104,000

144 Scrap lights  DISC16　 ナチュラル ¥62,000 ¥62,000

ホワイト ◆ ¥69,000 ¥69,000

Scrap lights  DISC20　 ナチュラル ¥74,000 ¥74,000

ホワイト ◆ ¥79,000 ¥79,000

147 KERFLIGHTS P3 PENDANT ホワイト ◆ ¥89,000 ¥89,000

レッド ¥89,000 ¥89,000
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154 TOM ROSSAU TR22 PENDANT LAMP バーチ（ナチュラル） ◆ ¥99,000 ¥99,000

156 TR12 PENDANT LAMP Medium バーチ（ナチュラル） ◆ ¥61,000 ¥61,000

Large バーチ（ナチュラル） ◆ ¥96,000 ¥96,000

158 TR29ABR CEILING LIGHT バーチ（ナチュラル） 取付簡易型 ◆ 新商品 ¥127,000

TR29AWH CEILING LIGHT 和紙調ポリカーボネート（ホワイト） 取付簡易型　 ◆ 新商品 ¥127,000

160 TR29BBR CEILING LIGHT バーチ（ナチュラル） 取付簡易型 ◆ 新商品 ¥127,000

160 TR29BBR CEILING LIGHT 和紙調ポリカーボネート（ホワイト） 取付簡易型　 ◆ 新商品 ¥127,000

161 TR36 CEILING LIGHT 和紙調ポリカーボネート（ホワイト） 取付簡易型　 ◆ 新商品 ¥127,000

TR36 PENDANT  LAMP Medium 和紙調ポリカーボネート（ホワイト） 　 ◆ 新商品 ¥88,000

Large 和紙調ポリカーボネート（ホワイト） 　 ◆ 新商品 ¥108,000

162 TR19 PENDANT LAMP Medium 和紙PPコーティング加工（ホワイト） ◆ ¥79,000 ¥79,000

Large 和紙PPコーティング加工（ホワイト） ◆ ¥96,000 ¥96,000

163 TR7 PENDANT LAMP MINI バーチ（ナチュラル） ◆ ¥98,000 ¥98,000

164 TR7 PENDANT LAMP バーチ（ナチュラル） ◆ ¥120,000 ¥120,000

TR7 FLOOR LAMP バーチ（ナチュラル） ◆ ¥139,000 ¥139,000

166 SHOWROOM PILKE 36 PENDANT バーチ合板 ◆ ¥89,000 ¥89,000

PILKE 60 PENDANT バーチ合板 ◆ ¥117,000 ¥117,000

PILKE 30/70 PENDANT バーチ合板 ◆ ¥139,000 ¥139,000

168 BRIAN KIRK MOON40 アッシュ（ナチュラル）　鋼 ◆ ¥79,000 ¥89,000

MOON60 アッシュ（ナチュラル）　鋼 ◆ ¥109,000 ¥109,000

MOON80 アッシュ（ナチュラル）　鋼 ¥139,000 ¥159,000

170 SCHNEID EIKON SHELL スチール/オーク ◆ ¥110,000 ¥110,000

EIKON BASIC スチール/オーク ◆ ¥74,000 ¥87,000
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174 DAVID TRUBRIDGE FLORAL 400 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　　　　　　　　  　 　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥58,000 ¥58,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥69,000 ¥69,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥80,000 ¥80,000

FLORAL 600 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　   　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥79,000 ¥79,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥88,000 ¥88,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥99,000 ¥99,000

FLORAL 800 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）   　　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥109,000 ¥109,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥117,000 ¥117,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥133,000 ¥133,000

FLORAL 1000 ナチュラル  竹合板（お客様組立て商品）　　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥169,000 ¥169,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥180,000 ¥180,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥208,000 ¥208,000

FLORAL 1200 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）   　　　　　　　      　　納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥320,000 ¥320,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）         　 納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥335,000 ¥335,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　  　      　   納期　約7-8週間　   ※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥372,000 ¥372,000

FLORAL 1600 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）   　　　　　　　      　　納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥550,000 ¥550,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）        　  納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥690,000 ¥690,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　  　      　   納期　約7-8週間　   ※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥840,000 ¥840,000

176 HINAKI  500 ナチュラル  竹合板（お客様組立て商品）　　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥59,000 ¥59,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥66,000 ¥66,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥83,000 ¥83,000

HINAKI  900 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　   　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥99,000 ¥99,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥104,000 ¥104,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥121,000 ¥121,000

HINAKI  1400 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　　　   　　　　　　　　納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥370,000 ¥370,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品） 　　  　 納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥380,000 ¥380,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　  　　　　   納期　約7-8週間　   ※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥430,000 ¥430,000

178 KINA  440 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　   　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥68,000 ¥68,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥75,000 ¥75,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥95,000 ¥95,000

KINA  600 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）   　　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥99,000 ¥99,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥125,000 ¥125,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥135,000 ¥135,000

KINA  800 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）   　　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥149,000 ¥149,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥170,000 ¥170,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥186,000 ¥186,000

KINA  1000 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）   　　　　　　　　　　　納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥230,000 ¥230,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品） 　　  　 納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥290,000 ¥290,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　  　　　　   納期　約7-8週間　   ※３　 ワイヤー（１
本）吊　金属フラン

¥330,000 ¥330,000

KINA  1400 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）   　　　　　　　　　　　納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（４
本）吊　金属フラン

¥550,000 ¥550,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品） 　　 　  納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（４
本）吊　金属フラン

¥650,000 ¥650,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　  　　　　   納期　約7-8週間　   ※３　 ワイヤー（４
本）吊　金属フラン

¥750,000 ¥750,000

180 KOURA  500 ナチュラル  竹合板（お客様組立て商品）　　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥65,000 ¥65,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥76,000 ¥76,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥96,000 ¥96,000

KOURA  750 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　　　   　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥120,000 ¥120,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥137,000 ¥137,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥147,000 ¥147,000

KOURA  1000 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）   　　　　　　　　　　　納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥179,000 ¥179,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　    　 納期　約5-6週間引掛シーリング対応 ¥190,000 ¥190,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　　　　        納期　約5-6週間　   引掛シーリング対応 ¥210,000 ¥210,000

KOURA  1600 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　   　　　　　　※３　　納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥590,000 ¥590,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品） ※３  　 納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥600,000 ¥600,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　  　※３　   納期　約7-8週間　   ※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥690,000 ¥690,000

KOURA  2000 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　   　　　　　　※３　　納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥650,000 ¥650,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品） ※３ 　  納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥700,000 ¥700,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　  　※３　   納期　約7-8週間　   ※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥800,000 ¥800,000

KOURA  2400 ナチュラル  竹合板（お客様組立商品）　   　　　　　　※３　　納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥1,100,000 ¥1,100,000

ナチュラルインサイドカラー 竹合板（お客様組立商品） ※３ 　  納期　約7-8週間※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥1,150,000 ¥1,150,000

２サイドカラー 竹合板（お客様組立商品）  　　　　  　※３　   納期　約7-8週間　   ※３　 ワイヤー（３
本）吊　金属フラン

¥1,400,000 ¥1,400,000

納期は、都度ご確認ください。ホワイト塗装、ブラック塗装の商品は、都度お見積もりとなります。
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NEW KUNDALINI KUSHI SUSPENSION 33 BRASS ◆ 新商品 ¥94,000

43（XL) BRASS ◆ 新商品 ¥149,000

KUSHI TABLE LAMP 16 BRASS ◆ 新商品 ¥79,000

33 BRASS ◆ 新商品 ¥87,000

KUSHI MOBALE モバイルバテリーUSBケーブル充電式 ◆ 新商品 ¥63,000

LILLI BRASS ◆ 新商品 ¥136,000

OPYO BRASS/WHITE/CORALLO ◆ 新商品 ¥76,000

LANNA BRASS ◆ 新商品 ¥97,000

NEW RESIDENT BLOOM PENDANT Large　ブラック / ホワイト　 　 ◆ 新商品 ¥129,000

Small　 ブラック / ホワイト ◆ 新商品 ¥89,000


