
LE KLINT【改訂版】プライスリスト 2018年6月1日改定

商品コード 商品名
現価格

（本体価格）

新価格

（本体価格）
備考

KP1311M スワール1　ホワイト ¥58,000 ¥63,000
KP1312S スワール2S　ホワイト ¥49,000 ¥50,000
KP1312M スワール2M　ホワイト ¥58,000 ¥63,000
KP1312L スワール2L　ホワイト ¥185,000 ¥160,000 受注発注
KP1313S スワール3S　ホワイト ¥49,000 ¥54,000
KP1313M スワール3M　ホワイト ¥58,000 ¥63,000
KP1313L スワール3L　ホワイト ¥185,000 ¥160,000 受注発注
KC1320S スワール　シーリングS　ホワイト ¥75,000 ¥75,000
KC1320M スワール　シーリングM　ホワイト ¥90,000 ¥88,000
KC1320L スワール　シーリングL　ホワイト ¥145,000 ¥135,000
KT331TBW スワール　テーブル ¥78,000 ¥78,000
KF331BW スワール　フロア ¥118,000 ¥118,000
KP1311MSV スワール1　シルバー ¥73,000 ¥77,000
KP1312SSV スワール2S　シルバー ¥63,000 ¥58,000
KP1312MSV スワール2M　シルバー ¥73,000 ¥77,000
KP1312LSV スワール2L　シルバー ¥215,000 ¥180,000 受注発注
KP1313SSV スワール3S　シルバー ¥63,000 ¥62,000
KP1313MSV スワール3M　シルバー ¥73,000 ¥77,000
KP1313LSV スワール3L　シルバー ¥215,000 ¥180,000 受注発注
KC1320SSV スワール　シーリングS　シルバー ¥85,000 ¥80,000
KC1320MSV スワール　シーリングM　シルバー ¥105,000 ¥95,000
KC1320LSV スワール　シーリングL　シルバー ¥165,000 ¥150,000
KP1311MCP スワール1　コッパー ¥73,000 ¥77,000
KP1312SCP スワール2S　コッパー ¥63,000 ¥58,000
KP1312MCP スワール2M　コッパー ¥73,000 ¥77,000
KP1312LCP スワール2L　コッパー ¥215,000 ¥180,000 受注発注
KP1313SCP スワール3S　コッパー ¥63,000 ¥62,000
KP1313MCP スワール3M　コッパー ¥73,000 ¥77,000
KP1313LCP スワール3L　コッパー ¥215,000 ¥180,000 受注発注
KC1320SCP スワール　シーリングS　コッパー ¥85,000 ¥80,000
KC1320MCP スワール　シーリングM　コッパー ¥105,000 ¥95,000
KC1320LCP スワール　シーリングL　コッパー ¥165,000 ¥150,000
KP155XSGY キャシェXS　グレー ¥69,000 ¥55,000
KP155SGY キャシェS　　グレー ¥70,000 ¥65,000
KP155MGY キャシェM　 グレー ¥85,000 ¥85,000
KP155LGY キャシェL　　グレー ¥120,000 ¥105,000
KP155XLGY キャシェXL　グレー ¥135,000 ¥115,000
KT355TGY テーブルランプ　キャシェ　グレー ¥125,000 ¥100,000 受注発注
KF355GY フロアランプ　キャシェ　グレー ¥148,000 ¥135,000
KP155XSB キャシェXS　ブラック ¥69,000 ¥55,000
KP155SB キャシェS　ブラック ¥70,000 ¥65,000
KP155MB キャシェM　ブラック ¥85,000 ¥85,000
KP155LB キャシェL　ブラック ¥120,000 ¥105,000
KP155XLB キャシェXL　ブラック ¥135,000 ¥115,000
KT355TB テーブルランプ　キャシェ　ブラック ¥125,000 ¥100,000 受注発注
KF355B フロアランプ　キャシェ　ブラック ¥148,000 ¥135,000
KP160SB カロネード　ペンダントS　ブラック ¥95,000 ¥85,000 受注発注
KP160SND カロネード　ペンダントS　ノルディックサンド ¥95,000 ¥85,000 受注発注
KP160MB カロネード　ペンダントM　ブラック - - 日本取り扱いなし
KP160MSND カロネード　ペンダントM　ノルディックサンド - - 日本取り扱いなし
KT160LB カロネード　ペンダントL　ブラック ¥158,000 ¥158,000 受注発注
KT160LSND カロネード　ペンダントL　ノルディックサンド ¥158,000 ¥158,000 受注発注
KT260SB カロネード　テーブル　ブラック ¥110,000 ¥95,000 受注発注
KT260SND カロネード　テーブル　ノルディックサンド ¥110,000 ¥95,000 受注発注
KF360SB カロネード　フロアロー　ブラック ¥255,000 ¥220,000 受注発注
KF360SND カロネード　フロアロー　ノルディックサンド ¥255,000 ¥220,000 受注発注
KP120S ペンダント　120S　  スノードロップ ¥39,000 ¥43,000
KP120M ペンダント　120M   スノードロップ ¥45,000 ¥47,000
KP120L ペンダント　120L    スノードロップ ¥60,000 ¥60,000
KP120XL ペンダント　120XL　スノードロップ ¥65,000 ¥65,000
KT320BBK テーブルランプ　320B　スノードロップ　ブラック ¥98,000 ¥98,000
KF320M フロアランプ　320M　スノードロップ　ブラック ¥165,000 ¥150,000
KP116MSW メガツーM　シルクホワイト ¥66,000 ¥66,000
KP116MSS メガツーM　ソフトサンド ¥66,000 ¥66,000
KP116MIB メガツーM　インディゴブルー ¥66,000 ¥66,000
KP116LSW メガツーL　シルクホワイト ¥76,000 ¥76,000
KP116LSS メガツーL　ソフトサンド ¥76,000 ¥76,000
KP116LIB メガツーL　インディゴブルー ¥76,000 ¥76,000
KP154MSW ワンファイブフォーM　シルクホワイト ¥56,000 ¥56,000
KP154MSS ワンファイブフォーM　ソフトサンド ¥56,000 ¥56,000
KP154MIB ワンファイブフォーM　インディゴブルー ¥56,000 ¥56,000
KP154LSW ワンファイブフォーL　シルクホワイト ¥66,000 ¥66,000
KP154LSS ワンファイブフォーL　ソフトサンド ¥66,000 ¥66,000
KP154LIB ワンファイブフォーL　インディゴブルー ¥66,000 ¥66,000
KP130A ペンダント　1-30A ¥32,000 ¥32,000
KP135A ペンダント　1-35A ¥33,000 ¥35,000
KP135B ペンダント　1-35B ¥37,000 ¥43,000
KP172S ペンダント　172スモール ¥35,000 ¥39,000
KP172A ペンダント　172A ¥37,000 ¥40,000
KP172B ペンダント　172B ¥42,000 ¥44,000

※すべて税抜き価格
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KP172C ペンダント　172C ¥160,000 ¥160,000
KP172G ペンダント　172G ¥360,000 ¥360,000 受注発注
KP101A ペンダント　101A ¥34,000 ¥38,000
KP101AST ペンダント　101A　スチール ¥52,000 ¥52,000
KP101ABR ペンダント　101A　ブラス ¥52,000 ¥52,000
KP101ACP ペンダント　101A　コッパー ¥52,000 ¥52,000
KP101B ペンダント　101B ¥38,000 ¥42,000
KP101BST ペンダント　101B　スチール ¥54,000 ¥54,000
KP101BBR ペンダント　101B　ブラス ¥54,000 ¥54,000
KP101BCP ペンダント　101B　コッパー ¥54,000 ¥54,000
KP101C ペンダント　101C ¥42,000 ¥45,000
KP101CST ペンダント　101C　スチール ¥58,000 ¥58,000
KP101CBR ペンダント　101C　ブラス ¥58,000 ¥58,000
KP101CCP ペンダント　101C　コッパー ¥58,000 ¥58,000
KP101XL ペンダント　101XL ¥160,000 ¥190,000 受注発注
KP101XLBR ペンダント　101XL　ブラス ¥160,000 ¥190,000 受注発注
KP101XLCP ペンダント　101XL　コッパー ¥160,000 ¥190,000 受注発注
KP47 ペンダント　47 ¥34,000 ¥38,000

KP107 ペンダント　107 ¥30,000 ¥28,000 受注発注

KP145M ペンダント　145M　 ラ・クロッシェ ¥65,000 ¥68,000 受注発注

KP145L ペンダント　145L　　ラ・クロッシェ ¥75,000 ¥78,000 受注発注

KP145XL ペンダント　145XL　ラ・クロッシェ ¥200,000 ¥230,000 受注発注

KP153 ペンダント　153 ¥65,000 ¥60,000 受注発注
KP157A ペンダント　157A　 ¥31,000 ¥34,000 受注発注
KP157B ペンダント　157B ¥32,000 ¥38,000
KP157C ペンダント　157C ¥38,000 ¥42,000

KP161 ペンダント　161 ¥46,000 ¥49,000

KP176A ペンダント　176A　 ¥43,000 ¥45,000
KP176B ペンダント　176B ¥50,000 ¥52,000
KP181A ペンダント　181A　ザ・コメット ¥56,000 ¥64,000
KP181B ペンダント　181B　ザ・コメット ¥64,000 ¥73,000

KP195A ペンダント　195A　ドーナツ ¥95,000 ¥98,000

ムタチオ KT353B テーブルランプ　353B　ムタチオ ¥75,000 ¥88,000

KT312-2 テーブルランプ　312-2　オールイン ¥55,000 ¥63,000 受注発注

KF312-21 フロアランプ　312-21　オールイン ¥72,000 ¥76,000 受注発注

KF312-22 フロアランプ　312-22　オールイン ¥90,000 ¥100,000 受注発注

KT306 テーブルランプ　306　ブラス ¥86,000 ¥98,000

KT306BK テーブルランプ　306　ブラック ¥86,000 ¥98,000

KT307 テーブルランプ　307 ¥66,000 ¥78,000

KT311W テーブルランプ　311　ホワイト ¥70,000 ¥86,000

KT314W テーブルランプ　314　ホワイト ¥53,000 ¥63,000

KT343G テーブルランプ　343　グリーン ¥78,000 ¥90,000

KT352BK テーブルランプ　352 ¥110,000 ¥118,000 受注発注

KF325O フロアランプ　325　オーク ¥185,000 ¥205,000 受注発注

KF349 フロアランプ　349 ¥230,000 ¥188,000 受注発注

KF351BK フロアランプ　351　ブラック ¥130,000 ¥150,000

KF368BK フロアランプ　368　ブラック ¥98,000 ¥125,000

KC2652 シーリング　26-52 ¥39,000 ¥42,000
KC2665 シーリング　26-65 ¥41,000 ¥44,000
KC2670 シーリング　26-70 ¥43,000 ¥46,000
KC2680 シーリング　26-80 - ¥47,000 受注発注
KC2690 シーリング　26-90 - ¥49,000 受注発注
KC3035 シーリング　30-35 ¥43,000 ¥46,000 受注発注
KC3050 シーリング　30-50 ¥45,000 ¥47,000
KC3058 シーリング　30-58 ¥47,000 ¥48,000
KC3065 シーリング　30-65 ¥49,000 ¥49,000

KB332O ブラケット　332　オーク ¥73,000 ¥85,000

KB324 ブラケット　324 ¥73,000 ¥80,000 受注発注

KB335-120 ブラケット　335-120 ¥73,000 ¥80,000 受注発注

KB334 ブラケット　334 ¥83,000 ¥84,000 受注発注

KB2032 ブラケット　203-2 ¥32,000 ¥43,000 受注発注

KS114 シェード　1-14 ¥19,000 ¥20,000 受注発注
KS117 シェード　1-17 ¥19,000 ¥20,000 受注発注
KS119 シェード　1-19 ¥19,000 ¥20,000 受注発注
KS121 シェード　1-21 ¥19,000 ¥21,000 受注発注
KS123 シェード　1-23 ¥20,000 ¥22,000 受注発注
KS125 シェード　1-25 ¥22,000 ¥23,000 受注発注
KS127 シェード　1-27 ¥23,000 ¥24,000 受注発注
KS130 シェード　1-30 ¥24,000 ¥26,000 受注発注
KS135 シェード　1-35 ¥25,000 ¥27,000 受注発注

クラシック

シリーズ

シーリング

モデル101

モデル172

ALL IN
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ブラケット

シェード

テーブルランプ

フロアランプ
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KS138 シェード　1-38 ¥28,000 ¥30,000 受注発注
KS214 シェード　2-14 ¥19,000 ¥20,000 受注発注
KS217 シェード　2-17 ¥19,000 ¥20,000 受注発注
KS219 シェード　2-19 ¥19,000 ¥20,000 受注発注
KS221 シェード　2-21 ¥19,000 ¥21,000 受注発注
KS223 シェード　2-23 ¥20,000 ¥22,000 受注発注
KS225 シェード　2-25 ¥22,000 ¥23,000 受注発注
KS227 シェード　2-27 ¥23,000 ¥24,000 受注発注
KS230 シェード　2-30 ¥24,000 ¥26,000 受注発注
KS235 シェード　2-35 ¥25,000 ¥27,000 受注発注
KS238 シェード　2-38 ¥28,000 ¥30,000 受注発注
KS614 シェード　6-14 ¥19,000 ¥20,000 受注発注
KS617 シェード　6-17 ¥19,000 ¥20,000 受注発注
KS621 シェード　6-21 ¥19,000 ¥21,000 受注発注
KS623 シェード　6-23 ¥20,000 ¥22,000 受注発注
KS627 シェード　6-27 ¥23,000 ¥24,000 受注発注
KS630 シェード　6-30 ¥24,000 ¥26,000 受注発注
KS635 シェード　6-35 ¥25,000 ¥27,000 受注発注
KS638 シェード　6-38 ¥28,000 ¥30,000 受注発注
KS1219 シェード　12-19 ¥23,000 ¥15,000 受注発注
KS1221F シェード　12-21　（フレーム付） ¥25,000 ¥15,000 受注発注
KS1223 シェード　12-23 ¥26,000 ¥16,000 受注発注
KS1227 シェード　12-27 ¥27,000 ¥30,000 受注発注
KS1230 シェード　12-30 ¥28,000 ¥32,000 受注発注
KP185B アントーニ　ロイヤルブラック - - 日本取り扱いなし
KP185W アントーニ　バレリーナホワイト - - 日本取り扱いなし
KP185P アントーニ　サクラピンク - - 日本取り扱いなし
KP185GR アントーニ　カオグリーン - - 日本取り扱いなし
KP167 ペンダント　167 ¥30,000 ¥35,000 日本取り扱い終了
KP171A ペンダント　171A ¥32,000 ¥36,000 日本取り扱い終了
KP171B ペンダント　171B ¥35,000 ¥39,000 日本取り扱い終了
KP171C ペンダント　171C ¥37,000 ¥42,000 日本取り扱い終了
KP175B ペンダント　175B ¥37,000 ¥38,000 日本取り扱い終了
KP175C ペンダント　175C ¥33,000 ¥43,000 日本取り扱い終了
KP163 ペンダント　163 ¥34,000 ¥38,000 日本取り扱い終了
KP168 ペンダント　168 ¥34,000 ¥39,000 日本取り扱い終了

KP150M ペンダント　150M　 カシオペア ¥69,000 ¥75,000 日本取り扱い終了

※日本取り扱い終了品については国内在庫限り

シェード

ANTONI

（アントーニ）

クラシック

シリーズ
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