
ソケット 配光タイプ 全光束(lm) タイプ（W)

KP1311M スワール1　ホワイト φ45㎝*H33㎝　約0.8㎏ ¥58,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1311MCP スワール1　コッパー φ45㎝*H33㎝　約0.8㎏ ¥73,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1312S スワール2S　ホワイト φ18㎝*H23㎝　約0.4㎏ ¥49,000 E17 480 40 電球型蛍光灯  7W使用可(直径45㎜まで）・白熱電球使用不可
KP1312SCP スワール2S　コッパー φ18㎝*H23㎝　約0.4㎏ ¥63,000 E17 480 40 電球型蛍光灯  7W使用可(直径45㎜まで）・白熱電球使用不可
KP1312M スワール2M　ホワイト φ36㎝*H45㎝　約0.9㎏ ¥58,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1312MCP スワール2M　コッパー φ36㎝*H45㎝　約0.9㎏ ¥73,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1312L スワール2L　ホワイト φ55㎝*H70㎝　約2.9㎏ ¥185,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1312LCP スワール2L　コッパー φ55㎝*H70㎝　約2.9㎏ ¥215,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1313S スワール3S　ホワイト φ32㎝*H30㎝　約0.4㎏ ¥49,000 E17 480 40 電球型蛍光灯  7W使用可(直径45㎜まで）・白熱電球使用不可
KP1313SCP スワール3S　コッパー φ32㎝*H30㎝　約0.4㎏ ¥63,000 E17 480 40 電球型蛍光灯  7W使用可(直径45㎜まで）・白熱電球使用不可
KP1313M スワール3M　ホワイト φ40㎝*H35㎝　約0.6㎏ ¥58,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1313MCP スワール3M　コッパー φ40㎝*H35㎝　約0.6㎏ ¥73,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1313L スワール3L　ホワイト φ65㎝*H60㎝　約2.7㎏ ¥185,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP1313LCP スワール3L　コッパー φ65㎝*H60㎝　約2.7㎏ ¥215,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KB1320S スワール　ブラケットS　ホワイト φ37㎝*H15㎝　約1.5㎏ ¥82,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可 　*電球×2使用
KB1320SCP スワール　ブラケットS　コッパー φ37㎝*H15㎝　約1.5㎏ ¥92,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可　 *電球×2使用
KB1320M スワール　ブラケットM　ホワイト φ60㎝*H20㎝  約2.7㎏ ¥100,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可   *電球×2使用

KB1320MCP スワール　ブラケットM　コッパー φ60㎝*H20㎝　約2.7㎏ ¥115,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可   *電球×2使用

KB1320L スワール　ブラケットL　ホワイト φ75㎝*H32㎝　約4.8㎏ ¥150,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可   *電球×2使用

KB1320LCP スワール　ブラケットL　コッパー φ75㎝*H32㎝　約4.8㎏ ¥170,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可   *電球×2使用

KC1320S スワール　シーリングS　ホワイト φ37㎝*H15㎝　約1.5㎏ ¥75,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可 　*電球×2使用
KC1320SCP スワール　シーリングS　コッパー φ37㎝*H15㎝　約1.5㎏ ¥85,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可 　*電球×2使用
KC132０M スワール　シーリングM　ホワイト φ60㎝*H20㎝  約2.7㎏ ¥90,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可　 *電球×2使用

KC1320MCP スワール　シーリングM　コッパー φ60㎝*H20㎝　約2.7㎏ ¥105,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可 　*電球×2使用

KC1320L スワール　シーリングL　ホワイト φ75㎝*H32㎝　約4.8㎏ ¥145,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可　 *電球×2使用

KC1320LCP スワール　シーリングL　コッパー φ75㎝*H32㎝　約4.8㎏ ¥165,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可 　*電球×2使用

KP172S ペンダント　172スモール φ20㎝*H20㎝　約0.3㎏ ¥35,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KP172A ペンダント　172A φ33㎝*H31㎝　約0.5㎏ ¥37,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP172B ペンダント　172B φ44㎝*H40㎝　約0.7㎏ ¥42,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP172C ペンダント　172C φ66㎝*H55㎝　約2.8㎏ ¥160,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可　コード長2.5m
KP172G ペンダント　172G φ85㎝*H78㎝　約4.5㎏ ¥360,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可　コード長2.5m
KP167 ペンダント　167 φ37㎝*H35㎝　約0.5㎏ ¥30,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP171A ペンダント　171A φ42㎝*H31㎝　約0.5㎏ ¥32,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP171B ペンダント　171B φ50㎝*H31㎝　約0.6㎏ ¥35,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP171C ペンダント　171C φ55㎝*H31㎝　約0.7㎏ ¥37,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP175B ペンダント　175B φ37㎝*H30㎝　約0.6㎏ ¥37,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP175C ペンダント　175C φ37㎝*H23㎝　約0.5㎏ ¥33,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101A ペンダント　101A φ27㎝*H36㎝　約0.4㎏ ¥34,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KP101AST ペンダント　101A　スチール φ27㎝*H36㎝　約0.4㎏ ¥52,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KP101ABR ペンダント　101A　ブラス φ27㎝*H36㎝　約0.4㎏ ¥52,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KP101ACP ペンダント　101A　コッパー φ27㎝*H36㎝　約0.4㎏ ¥52,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KP101B ペンダント　101B φ34㎝*H44㎝　約0.5㎏ ¥38,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101BST ペンダント　101B　スチール φ34㎝*H44㎝　約0.5㎏ ¥54,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101BBR ペンダント　101B　ブラス φ34㎝*H44㎝　約0.5㎏ ¥54,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101BCP ペンダント　101B　コッパー φ34㎝*H44㎝　約0.5㎏ ¥54,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101C ペンダント　101C φ42㎝*H54㎝　約0.6㎏ ¥42,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101CST ペンダント　101C　スチール φ42㎝*H54㎝　約0.6㎏ ¥58,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101CBR ペンダント　101C　ブラス φ42㎝*H54㎝　約0.6㎏ ¥58,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101CCP ペンダント　101C　コッパー φ42㎝*H54㎝　約0.6㎏ ¥58,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101XL ペンダント　101XL φ55㎝*H70㎝　約3㎏ ¥160,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101XLBR ペンダント　101XL　ブラス φ55㎝*H70㎝　約3㎏ ¥160,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP101XLCP ペンダント　101XL　コッパー φ55㎝*H70㎝　約3㎏ ¥160,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP145M ペンダント　145M　 ラ・クロッシェ φ25㎝*H34.5㎝　約1㎏ ¥65,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP145L ペンダント　145L　　ラ・クロッシェ φ29.5㎝*H44㎝　約1.2㎏ ¥75,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP145XL ペンダント　145XL　ラ・クロッシェ φ66㎝*H88㎝　約4㎏ ¥200,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可　コード長2.5m
KP181A ペンダント　181A φ20㎝*H43㎝　約0.7㎏ ¥56,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KP181B ペンダント　181B φ25㎝*H57㎝　約0.8㎏ ¥64,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可
KP163 ペンダント　163 φ36㎝*H29㎝　約0.8㎏ ¥34,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP176A ペンダント　176A φ27㎝*H24㎝　約0.3㎏ ¥43,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可(直径45㎜まで）・白熱電球使用不可
KP176B ペンダント　176B φ38㎝*H32㎝　約0.6㎏ ¥50,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP47 ペンダント　47 φ38㎝*H28㎝　約0.5㎏ ¥34,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP107 ペンダント　107 φ20㎝*H22㎝　約0.3kg ¥30,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KP153 ペンダント　153 φ40㎝*H35㎝　約0.7kg ¥65,000 E26 1,540 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP157A ペンダント　157A φ30㎝*H23㎝　約0.5kg ¥31,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可
KP157B ペンダント　157B φ36㎝*H27㎝　約0.6㎏ ¥32,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP157C ペンダント　157C φ44㎝*H33㎝　約0.7㎏ ¥38,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP161 ペンダント　161 φ54㎝*H24㎝　約0.5㎏ ¥46,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP168 ペンダント　168 φ29㎝*H36㎝　約0.4㎏ ¥34,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP148 ペンダント　148　   コプリノ φ34㎝*H44㎝　約1.2㎏ ¥65,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP150M ペンダント　150M　 カシオペア φ48㎝*H23㎝　約1㎏ ¥69,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP120S ペンダント　120S　  スノードロップ φ20㎝*H14㎝　約0.8㎏ ¥39,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KP120M ペンダント　120M   スノードロップ φ30㎝*H20㎝　約1㎏ ¥45,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可
KP120L ペンダント　120L    スノードロップ φ43㎝*H25㎝　約2㎏ ¥60,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP120XL ペンダント　120XL　スノードロップ φ55㎝*H30㎝　約2.5㎏ ¥65,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可

テーブルランプ KT320BBK テーブルランプ　320B　スノードロップ　ブラック W20-54㎝*H48-54㎝　約3㎏ ¥98,000 E26 全方向・広配光（電球色） 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
フロアランプ KF320M フロアランプ　320M　スノードロップ　ブラック W35-135㎝*H119-155㎝　約6㎏ ¥165,000 E26 全方向・広配光（電球色） 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可

14
ペンダント 全方向・広配光（電球色）

シェード下部に白色アクリル製カバーディスクが付属されています。
シェード下部に白色アクリル製カバーディスクが付属されています。
シェード：120S　W可動します
シェード：120M　W可動します

12 ペンダント 全方向・広配光（電球色）

13 ペンダント 全方向・広配光（電球色）

11 ペンダント 全方向・広配光（電球色）

※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。
※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。

10 ペンダント 全方向・広配光（電球色） 日本限定商品
日本限定商品

コード長2.5m
コード長2.5m

9 ペンダント 全方向・広配光（電球色）

シェード下部に白色プラスチック製カバーディスクが付属されています。
シェード下部に白色プラスチック製カバーディスクが付属されています。
シェード下部に白色アクリル製カバーディスクが付属されています。　※受注発注商品

※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。
※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。
※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。
※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。
※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。
コード長2.5m　　スチール製リングが付属しています。　

8 ペンダント 全方向・広配光（電球色）

※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。
※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。
※2017年4月より、サイズ・価格を変更しております。

7 ペンダント 全方向・広配光（電球色）

※受注発注商品

※受注発注商品

6 ペンダント 全方向・広配光（電球色）
電球ソケット取付け部にステンレス製パーツが付属されています。
電球ソケット取付け部にステンレス製パーツが付属されています。　※受注発注商品

シーリング 全方向・広配光（電球色）

取付簡易型
取付簡易型
取付簡易型
取付簡易型
取付簡易型
取付簡易型

5

ブラケット 全方向・広配光（電球色）

2017年秋発売予定　取り付けには電気工事が必要です。
2017年秋発売予定　取り付けには電気工事が必要です。
2017年秋発売予定　取り付けには電気工事が必要です。
2017年秋発売予定　取り付けには電気工事が必要です。
2017年秋発売予定　取り付けには電気工事が必要です。　※受注発注商品
2017年秋発売予定　取り付けには電気工事が必要です。　※受注発注商品

コード長2.5m

コード長2.5m

4 ペンダント 全方向・広配光（電球色）
コード長2.5m

コード長2.5m

2017年4月1日現在

頁 カテゴリ 品番 品名 サイズ 税抜価格
LED適合電球

備考１ 備考2



ソケット 配光タイプ 全光束(lm) タイプ（W)
頁 カテゴリ 品番 品名 サイズ 税抜価格

LED適合電球
備考１ 備考2

15 ペンダント KP195A ペンダント　195A　ドーナッツ φ47㎝*H26㎝　約1㎏ ¥95,000 E26 全方向・広配光（電球色） 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可 　*電球×2使用

KT311W テーブルランプ　311　ホワイト φ38㎝*H48㎝　約2㎏ ¥70,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KT314W テーブルランプ　314　ホワイト φ30㎝*H27㎝　約1.5㎏ ¥53,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可　※LED電球は高さ105㎜,直径55㎜まで

KT343G テーブルランプ　343　グリーン φ40㎝*H48㎝　約2㎏ ¥78,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KT312-1 テーブルランプ　312-1　オールイン φ18㎝*H28㎝　約0.6㎏ ¥68,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KT312-2 テーブルランプ　312-2　オールイン φ11㎝*H28㎝　約0.6㎏ ¥55,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KF312-21 フロアランプ　312-21　オールイン φ20㎝*H35㎝　約1.2㎏ ¥72,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KF312-22 フロアランプ　312-22　オールイン φ20㎝*H60㎝　約1.7㎏ ¥90,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可

18 フロアランプ KF368BK フロアランプ　368　ブラック W54㎝*H142㎝　約5㎏ ¥98,000 E26 全方向・広配光（電球色） 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可
KP130A ペンダント　1-30Ａ φ44㎝*H29㎝*S30㎝　約0.5㎏ ¥32,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP135A ペンダント　1-35Ａ φ50㎝*H33㎝*S35㎝　約0.8㎏ ¥33,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KP135B ペンダント　1-35Ｂ φ50㎝*H33㎝*S35㎝　約1.5㎏ ¥37,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可　 *電球×2使用
KS114 シェード　1-14 φ26㎝*S14㎝ ¥19,000 - - - - - ※受注発注商品
KS117 シェード　1-17 φ29㎝*S17㎝ ¥19,000 - - - - - ※受注発注商品
KS119 シェード　1-19 φ33㎝*S19㎝ ¥19,000 - - - - - ※受注発注商品
KS121 シェード　1-21 φ35㎝*S21㎝ ¥19,000 - - - - - ※受注発注商品
KS123 シェード　1-23 φ38㎝*S23㎝ ¥20,000 - - - - -
KS125 シェード　1-25 φ39㎝*S25㎝ ¥22,000 - - - - - ※受注発注商品
KS127 シェード　1-27 φ40㎝*S27㎝ ¥23,000 - - - - -
KS130 シェード　1-30 φ44㎝*S30㎝ ¥24,000 - - - - -
KS135 シェード　1-35 φ50㎝*S35㎝ ¥25,000 - - - - -
KS138 シェード　1-38 φ55㎝*S38㎝ ¥28,000 - - - - -
KS214 シェード　2-14 φ26㎝*S14㎝ ¥19,000 - - - - - ※受注発注商品
KS217 シェード　2-17 φ29㎝*S17㎝ ¥19,000 - - - - -
KS219 シェード　2-19 φ33㎝*S19㎝ ¥19,000 - - - - -
KS221 シェード　2-21 φ35㎝*S21㎝ ¥19,000 - - - - -
KS223 シェード　2-23 φ38㎝*S23㎝ ¥20,000 - - - - -
KS225 シェード　2-25 φ39㎝*S25㎝ ¥22,000 - - - - - ※受注発注商品
KS227 シェード　2-27 φ40㎝*S27㎝ ¥23,000 - - - - -
KS230 シェード　2-30 φ44㎝*S30㎝ ¥24,000 - - - - -
KS235 シェード　2-35 φ50㎝*S35㎝ ¥25,000 - - - - -
KS238 シェード　2-38 φ55㎝*S38㎝ ¥28,000 - - - - - ※受注発注商品
KS614 シェード　6-14 φ26㎝*S14㎝ ¥19,000 - - - - - ※受注発注商品
KS617 シェード　6-17 φ29㎝*S17㎝ ¥19,000 - - - - - ※受注発注商品
KS621 シェード　6-21 φ35㎝*S21㎝ ¥19,000 - - - - -
KS623 シェード　6-23 φ38㎝*S23㎝ ¥20,000 - - - - - ※受注発注商品
KS627 シェード　6-27 φ40㎝*S27㎝ ¥23,000 - - - - - ※受注発注商品
KS630 シェード　6-30 φ44㎝*S30㎝ ¥24,000 - - - - - ※受注発注商品
KS635 シェード　6-35 φ50㎝*S35㎝ ¥25,000 - - - - - ※受注発注商品
KS638 シェード　6-38 φ55㎝*S38㎝ ¥28,000 - - - - - ※受注発注商品
KS1219 シェード　12-19 φ32㎝*S19㎝ ¥23,000 - - - - - ※受注発注商品
KS1221F シェード　12-21　（フレーム付） φ34㎝*S21㎝ ¥25,000 - - - - - フレームの色はブラスとブラックがございます。

KS1223 シェード　12-23 φ36㎝*S23㎝ ¥26,000 - - - - - ※受注発注商品
KS1227 シェード　12-27 φ40㎝*S27㎝ ¥27,000 - - - - - ※受注発注商品
KS1230 シェード　12-30 φ45㎝*S30㎝ ¥28,000 - - - - - ※受注発注商品
KC2652 シーリング　26-52 φ52㎝*H16㎝　約0.7㎏ ¥39,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可 *電球×2使用
KC2665 シーリング　26-65 φ65㎝*H18㎝　約0.7㎏ ¥41,000 E17 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可 *電球×2使用
KC2670 シーリング　26-70 φ70㎝*H20㎝　約0.7㎏ ¥43,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可 *電球×2使用
KC2680 シーリング　26-80 φ80㎝*H23㎝　 - - - - - -
KC2690 シーリング　26-90 φ90㎝*H23㎝　 - - - - - -
KC3035 シーリング　30-35 φ35㎝*H16㎝　約0.7㎏ ¥43,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可 *電球×2使用
KC3050 シーリング　30-50 φ50㎝*H18㎝　約0.7㎏ ¥45,000 E17 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可 *電球×2使用
KC3058 シーリング　30-58 φ58㎝*H20㎝　約0.7㎏ ¥47,000 E26 810 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可 *電球×2使用
KC3065 シーリング　30-65 φ65㎝*H22㎝　約0.7㎏ ¥49,000 E26 810 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可 *電球×2使用
KB20845 ブラケット　208-45 φ45㎝*H16㎝　 - - - - - -
KB20855 ブラケット　208-55 φ55㎝*H18㎝　約0.8kg ¥53,000 E26 全方向・広配光（電球色） 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KB20935 ブラケット　209-35 φ35㎝*H17㎝　 - - - - - -
KB20945 ブラケット　209-45 φ45㎝*H22㎝　約0.8kg ¥50,000 E26 全方向・広配光（電球色） 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KT306 テーブルランプ　306　ブラス φ35㎝*H41㎝　約2㎏ ¥86,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KT306BK テーブルランプ　306　ブラック φ35㎝*H41㎝　約2㎏ ¥86,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可

フロアランプ KF351BK フロアランプ　351　ブラック φ55㎝*H121-170㎝　約6㎏ ¥130,000 E26 全方向・広配光（電球色） 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KT352BK テーブルランプ　352 φ44㎝*H62-88㎝　約5㎏ ¥110,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可
KT307 テーブルランプ　307 φ38㎝*H51㎝　約2.5㎏ ¥66,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可

フロアランプ KF349 フロアランプ　349 φ85㎝*H113-158㎝　約7㎏ ¥230,000 E26 全方向・広配光（電球色） 810 40 電球型蛍光灯 7W使用可
24 フロアランプ KF325O フロアランプ　325　オーク W87㎝*H150㎝　約3㎏ ¥185,000 E26 全方向・広配光（電球色） 810 40 電球型蛍光灯 7W使用可

KB332O ブラケット　332　オーク W57-110㎝*H45㎝　約2㎏ ¥73,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KB324 ブラケット　324 L60cm *H31cm 約2kg ¥73,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可
KB334 ブラケット　334 L90cm*H41cm 約2.5kg ¥83,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KB335-120 ブラケット　335-120 L60cm *H31cm 約2kg ¥73,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KB2032 ブラケット　203-2 W25㎝*H22㎝　約0.5㎏ ¥32,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可

26 テーブルランプ KT353B テーブルランプ　353B　ムタチオ φ8㎝*H30㎝　約2.2㎏ ¥75,000 E17 全方向・広配光（電球色） 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可
KP155XSGY キャシェXS　グレー φ16㎝*H16㎝　約0.8kg ¥69,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KP155SGY キャシェS　　グレー φ20㎝*H21㎝　約1㎏ ¥70,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KP155MGY キャシェM　 グレー φ30㎝*H32㎝　約1.5㎏ ¥85,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可
KP155LGY キャシェL　　グレー φ40㎝*H42㎝　約3.2㎏ ¥120,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP155XLGY キャシェXL　グレー φ55㎝*H25cm　約3kg ¥135,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可

テーブルランプ KT355TGY テーブルランプ　キャシェ　グレー φ40㎝*H57cm　約2.3kg ¥125,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
フロアランプ KF355GY フロアランプ　キャシェ　グレー W45㎝*H130㎝　約5㎏ ¥148,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
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ペンダント

全方向・広配光（電球色）

シェード：12-21　　

25 ブラケット 全方向・広配光（電球色）

シェード： 6-21
シェード：6-17　　※受注発注商品
シェード：2-21　　※受注発注商品
シェード：120S　　※受注発注商品

22 テーブルランプ 全方向・広配光（電球色）
シェード：2-21　ブラケット使用可（φ36㎝*H40㎝　約2㎏）　
シェード：2-21　ブラケット使用可（φ36㎝*H40㎝　約2㎏）　

23

シェード：1-38

テーブルランプ 全方向・広配光（電球色）
シェード：1-30　
シェード：2-23
シェード：12-21　

ブラケット

日本国内発売未定
2017年秋発売予定　取り付けには電気工事が必要です。
日本国内発売未定
2017年秋発売予定　取り付けには電気工事が必要です。

21

シーリング

全方向・広配光（電球色）
ペーパー製：日本国内発売未定
ペーパー製：日本国内発売未定
ペーパー製：日本国内発売未定
日本国内発売未定
日本国内発売未定

全方向・広配光（電球色）

シェード：12-21

20

ペンダント ボール電球型
豆電球付、プルスイッチで切り替仕様となっています。

シェード ペーパー製：日本国内発売未定

17
テーブルランプ

全方向・広配光（電球色）
フロアランプ

シェードの上下にステンレス製のカバーが付属しています。

16 テーブルランプ 全方向・広配光（電球色）
シェード：1-23
シェード：2-17　　
シェード：1-23



ソケット 配光タイプ 全光束(lm) タイプ（W)
頁 カテゴリ 品番 品名 サイズ 税抜価格

LED適合電球
備考１ 備考2

KP155XSB キャシェXS　ブラック φ16㎝*H16㎝　約0.8kg ¥69,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KP155SB キャシェS　ブラック φ20㎝*H21㎝　約1㎏ ¥70,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
KP155MB キャシェM　ブラック φ30㎝*H32㎝　約1.5㎏ ¥85,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可・白熱電球使用不可
KP155LB キャシェL　ブラック φ40㎝*H42㎝　約3.2㎏ ¥120,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可
KP155XLB キャシェXL　ブラック φ55㎝*H25cm　約3kg ¥135,000 E26 1,520 100 電球型蛍光灯20W使用可・白熱電球使用不可

テーブルランプ KT355TB テーブルランプ　キャシェ　ブラック φ40㎝*H57cm　約2.3kg ¥125,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可
フロアランプ KF355B フロアランプ　キャシェ　ブラック W45㎝*H130㎝　約5㎏ ¥148,000 E26 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可・白熱電球使用不可

KUC007KIS アンダーカバー　ペンダントS　KIKU φ24㎝*H15㎝　約1㎏ ¥36,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可
KUC007SAS アンダーカバー　ペンダントS　SAKURA φ24㎝*H15㎝　約1㎏ ¥36,000 E17 480 40 電球型蛍光灯 7W使用可
KUC008KIM アンダーカバー　ペンダントM　KIKU φ34㎝*H21㎝　約1.5㎏ ¥43,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KUC008SAM アンダーカバー　ペンダントM　SAKURA φ34㎝*H21㎝　約1.5㎏ ¥43,000 E26 810 60 電球型蛍光灯10W使用可
KUISKIS アンダーカバー　インナーシェードS　KIKU アンダーカバーSサイズ用 ¥6,000 - - - - -
KUISKIM アンダーカバー　インナーシェードM　KIKU アンダーカバーMサイズ用 ¥7,000 - - - - -
KUISSAS アンダーカバー　インナーシェードS　SAKURA アンダーカバーSサイズ用 ¥6,000 - - - - -
KUISSAM アンダーカバー　インナーシェードM　SAKURA アンダーカバーMサイズ用 ¥7,000 - - - - -

使用上の注意
＊器具の取付は本書に従い確実に行ってください。取付に不備があると器具の落下によるけがや火災、感電事故の原因となることがあります。
＊感電や思わぬ事故の原因となりますので、改造や組み替えはしないでください。
＊一般屋内用器具ですので、屋外や浴室など湿気の多い場所ではご使用できません。
＊感電の恐れがありますので、取付の際はシーリングソケットの電源がOFFになっていることを確認の上、取り付けてください。
＊感電の恐れがありますので、取付の際は濡れた手などで作業しないでください。
＊破損や事故の恐れがありますので、適合電球以外の使用はしないでください。
＊製品の仕様につきましては、性能向上のため予告なく変更することがあります。

その他
＊上記記載の重量は、ペンダントはシェードのみ、テーブルランプ、フロアランプ、ブラケットおよびシーリングは器具含む総重量となります。
＊ペンダントにつきましては、特に記載のない場合コード長1.5mとなっております。

■ レ・クリント（シェード）のお手入れ方法
普通のお手入れはほこりを払うだけで充分ですが、シェードは取り外して丸洗いすることもできます。
薄めた中性洗剤で軽く洗い、水洗いをして、形を整えてから陰干ししてください。
■ 原産国について
レ・クリントのシェード、フレームは全てデンマーク製です。
■ 受注発注商品について
受注発注商品と表記されている製品はお取り寄せ商品です。受注後お届けまでおよそ3か月程度頂いております。

■ 適合ランプについて
LED電球を推奨しておりますが、電球は付属しておりませんので別途お買い求めください。
ランプソケットにはサイズがあります。　各製品の指定サイズの電球をご使用ください。
LED電球は全方向もしくは広配光タイプを推奨いたします。（一部ボール球使用のものを除く）
また、思わぬ事故の原因になりますので、使用する電球は各製品の指定ワット数以上
のものは使用しないでください。
＊一部製品には白熱電球はご使用になれません。 
■本カタログはデンマーク、レ・クリント社が製作しているため、
一部掲載商品について日本発売未定のものがございます。ご了承ください。

価格は2017年4月1日現在のものです。製品価格並びに仕様は予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。

カタログ有効期限2017年4月1日～2017年8月31日

※受注発注商品
※受注発注商品
※受注発注商品

30 UnderCover

全方向・広配光（電球色）
※受注発注商品
※受注発注商品

ボール球型
※受注発注商品
※受注発注商品
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ペンダント

全方向・広配光（電球色）

※受注発注商品


