
商品コード 商品名
現価格

（本体価格）

新価格

（本体価格）
備考

KP1301 ブーケ　ペンダント1 ¥38,000 ¥38,000

KP1303 ブーケ　シャンデリア3 ¥120,000 ¥120,000

KP1305 ブーケ　シャンデリア5 ¥150,000 ¥150,000

KT375SLO テーブルランプ　375S ¥58,000 ¥60,000

KT375SLOPA テーブルランプ　375S　ペーパー ¥58,000 ¥60,000 受注発注

KT375MLO テーブルランプ　375M ¥74,000 ¥78,000

KT375MLOPA テーブルランプ　375M　ペーパー ¥74,000 ¥78,000 受注発注

KP132 ラメラ1 ¥88,000 ¥90,000

KP132GO ラメラ1　ゴールド ¥88,000 ¥90,000

KP133 ラメラ2 ¥78,000 ¥83,000

KP133GO ラメラ2　ゴールド ¥78,000 ¥83,000

KP134 ラメラ3 ¥75,000 ¥80,000

KP134GO ラメラ3　ゴールド ¥75,000 ¥80,000

KP1345 ラメラ4 ¥65,000 ¥68,000

KP1345GO ラメラ4　ゴールド ¥65,000 ¥68,000

KC235 ラメラ　シーリング　35 ¥82,000 ¥98,000

KC235GO ラメラ　シーリング　35　ゴールド ¥82,000 ¥98,000

KC236 ラメラ　シーリング　50 ¥95,000 ¥115,000

KC236GO ラメラ　シーリング　50　ゴールド ¥95,000 ¥115,000

KP187M アーク　ペンダント ¥65,000 ¥70,000 受注発注

KP187M-CH アーク　ペンダント　シャンパンゴールド ¥65,000 ¥70,000 受注発注

KT388 アーク　テーブルランプ ¥68,000 ¥75,000 受注発注

KT388-CH アーク　テーブルランプ　シャンパンゴールド ¥68,000 ¥75,000 受注発注

KF387 アーク　フロアランプ ¥98,000 ¥100,000

KF387-CH アーク　フロアランプ　シャンパンゴールド ¥98,000 ¥100,000

KP1311M スワール1　ホワイト ¥63,000 ¥70,000

KP1311MSV スワール1　シルバー ¥77,000 ¥80,000 受注発注

KP1311MCP スワール1　コッパー ¥77,000 ¥80,000 受注発注

KP1312S スワール2S　ホワイト ¥50,000 ¥52,000

KP1312SSV スワール2S　シルバー ¥58,000 ¥62,000 受注発注

KP1312SCP スワール2S　コッパー ¥58,000 ¥62,000 受注発注

KP1312M スワール2M　ホワイト ¥63,000 ¥70,000

KP1312MSV スワール2M　シルバー ¥77,000 ¥80,000 受注発注

KP1312MCP スワール2M　コッパー ¥77,000 ¥80,000 受注発注

KP1312L スワール2L　ホワイト ¥160,000 ¥160,000 受注発注

KP1312LSV スワール2L　シルバー ¥180,000 ¥180,000 受注発注

KP1312LCP スワール2L　コッパー ¥180,000 ¥180,000 受注発注

KP1313S スワール3S　ホワイト ¥54,000 ¥56,000

KP1313SSV スワール3S　シルバー ¥62,000 ¥66,000 受注発注

KP1313SCP スワール3S　コッパー ¥62,000 ¥66,000 受注発注

KP1313M スワール3M　ホワイト ¥63,000 ¥70,000

KP1313MSV スワール3M　シルバー ¥77,000 ¥80,000 受注発注

KP1313MCP スワール3M　コッパー ¥77,000 ¥80,000 受注発注

KP1313L スワール3L　ホワイト ¥160,000 ¥160,000 受注発注

KP1313LSV スワール3L　シルバー ¥180,000 ¥180,000 受注発注

KP1313LCP スワール3L　コッパー ¥180,000 ¥180,000 受注発注

KC1320S スワール　シーリングS　ホワイト ¥75,000 ¥78,000

KC1320SSV スワール　シーリングS　シルバー ¥80,000 ¥88,000 受注発注

KC1320SCP スワール　シーリングS　コッパー ¥80,000 ¥88,000 受注発注

KC1320M スワール　シーリングM　ホワイト ¥88,000 ¥90,000

KC1320MSV スワール　シーリングM　シルバー ¥95,000 ¥100,000 受注発注

KC1320MCP スワール　シーリングM　コッパー ¥95,000 ¥100,000 受注発注

KC1320L スワール　シーリングL　ホワイト ¥135,000 ¥135,000 受注発注

KC1320LSV スワール　シーリングL　シルバー ¥150,000 ¥150,000 受注発注

KC1320LCP スワール　シーリングL　コッパー ¥150,000 ¥150,000 受注発注

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

KP155XSGY キャシェXS　グレー ¥55,000 ¥55,000

KP155XSB キャシェXS　ブラック ¥55,000 ¥55,000

KP155SGY キャシェS　　グレー ¥65,000 ¥65,000

KP155SB キャシェS　ブラック ¥65,000 ¥65,000

KP155MGY キャシェM　 グレー ¥85,000 ¥85,000

KP155MB キャシェM　ブラック ¥85,000 ¥85,000

KP155LGY キャシェL　　グレー ¥105,000 ¥105,000 受注発注

KP155LB キャシェL　ブラック ¥105,000 ¥105,000 受注発注

KP155XLGY キャシェXL　グレー ¥115,000 ¥115,000

KP155XLB キャシェXL　ブラック ¥115,000 ¥115,000

KT355TGY テーブルランプ　キャシェ　グレー ¥100,000 ¥100,000

KT355TB テーブルランプ　キャシェ　ブラック ¥100,000 ¥100,000

KF355GY フロアランプ　キャシェ　グレー ¥135,000 ¥135,000

KF355B フロアランプ　キャシェ　ブラック ¥135,000 ¥135,000

BOUQUET

（ブーケ）

〇Philips Hue Bluetooth対応ホワイトシンブルランプが付属　（※E26 LED100W相当にはHue 60W、E17 LED60W相当にはHue 40Wが付属）

MODEL 375

SWIRL

（スワール）

CACHÉ

（キャシェ）

ARC

（アーク）

LAMELLA

（ラメラ）

LE KLINT　新プライスリスト

2020年6月1日改定

※すべて税抜き価格
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（本体価格）
備考

KP160SB カロネード　ペンダントS　ブラック ¥85,000 ¥85,000

KP160SND カロネード　ペンダントS　ノルディックサンド ¥85,000 ¥85,000

KP160LB カロネード　ペンダントL　ブラック ¥158,000 ¥158,000 受注発注

KP160LSND 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 ¥95,000 ¥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 ¥95,000 ¥95,000 受注発注

KF360SB カロネード　フロアロー　ブラック ¥220,000 ¥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 ¥220,000 ¥220,000 受注発注

KP120S ペンダント　120S　  スノードロップ ¥43,000 ¥46,000 受注発注

KP120SSW ペンダント　120S　  スノードロップ　シルクホワイト ¥43,000 ¥46,000 受注発注

KP120SAG ペンダント　120S　  スノードロップ　アンスラサイトグレー ¥43,000 ¥46,000 受注発注

KP120M ペンダント　120M　  スノードロップ ¥47,000 ¥50,000 受注発注

KP120MSW ペンダント　120M   スノードロップ　シルクホワイト ¥47,000 ¥50,000 受注発注

KP120MAG ペンダント　120M   スノードロップ　アンスラサイトグレー ¥47,000 ¥50,000 受注発注

KP120L ペンダント　120L    スノードロップ ¥60,000 ¥66,000

KP120LSW ペンダント　120L    スノードロップ　シルクホワイト ¥60,000 ¥66,000 受注発注

KP120LAG ペンダント　120L    スノードロップ　アンスラサイトグレー ¥60,000 ¥66,000 受注発注

KP120XL ペンダント　120XL　スノードロップ ¥65,000 ¥70,000

KP120XLSW ペンダント　120XL　スノードロップ　シルクホワイト ¥72,000 ¥78,000 受注発注

KP120XLAG ペンダント　120XL　スノードロップ　アンスラサイトグレー ¥72,000 ¥78,000 受注発注

KT320BBK テーブルランプ　320B　スノードロップ　ブラック ¥98,000 ¥100,000

KT320BSW テーブルランプ　320B　スノードロップ　シルクホワイト ¥98,000 ¥100,000 受注発注

KT320BAG テーブルランプ　320B　スノードロップ　アンスラサイトグレー ¥98,000 ¥100,000 受注発注

KF320M フロアランプ　320M　スノードロップ　ブラック ¥150,000 ¥130,000

KF320MSW フロアランプ　320M　スノードロップ　シルクホワイト ¥150,000 ¥130,000

KF320MAG フロアランプ　320M　スノードロップ　アンスラサイトグレー ¥150,000 ¥130,000

KS320M スノードロップ　フロア　シェード　プラスティック ¥38,000 ¥38,000 受注発注

KF320SH-AG スノードロップ　フロア　シェード　ペーパー アンスラサイトグレー ¥41,000 ¥41,000 受注発注

KF320SH-SW スノードロップ　フロア　シェード　ペーパー　シルクホワイト ¥41,000 ¥41,000 受注発注

KP154M ワンファイブフォーM ¥56,000 ¥56,000

KP154L ワンファイブフォーL ¥66,000 ¥66,000 受注発注

KP154MSW ワンファイブフォーM　ペーパー　シルクホワイト ¥56,000 ¥56,000 受注発注

KP154MSS ワンファイブフォーM　ペーパー　ソフトサンド ¥56,000 ¥56,000 受注発注

KP154MIB ワンファイブフォーM　ペーパー　インディゴブルー ¥56,000 ¥56,000 受注発注

KP154LSW ワンファイブフォーL　ペーパー　シルクホワイト ¥66,000 ¥66,000 受注発注

KP154LSS ワンファイブフォーL　ペーパー　ソフトサンド ¥66,000 ¥66,000 受注発注

KP154LIB ワンファイブフォーL　ペーパー　インディゴブルー ¥66,000 ¥66,000 受注発注

KP116MSW メガツーM　ペーパー　シルクホワイト ¥66,000 ¥66,000 受注発注

KP116MSS メガツーM　ペーパー　ソフトサンド ¥66,000 ¥66,000 受注発注

KP116MIB メガツーM　ペーパー　インディゴブルー ¥66,000 ¥66,000 受注発注

KP116LSW メガツーL　ペーパー　シルクホワイト ¥76,000 ¥76,000 受注発注

KP116LSS メガツーL　ペーパー　ソフトサンド ¥76,000 ¥76,000 受注発注

KP116LIB メガツーL　ペーパー　インディゴブルー ¥76,000 ¥76,000 受注発注

ムタチオ KT353B テーブルランプ　353B　ムタチオ ¥88,000 ¥90,000

KT312-2 テーブルランプ　312-2　オールイン ¥63,000 ¥66,000 受注発注

KF312-21 フロアランプ　312-21　オールイン ¥76,000 ¥78,000 受注発注

KF312-22 フロアランプ　312-22　オールイン ¥100,000 ¥110,000 受注発注

Pleats

（プリーツ）

ALL IN

（オールイン）

CARRONADE

（カロネード）

Snowdrop

（スノードロップ）
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商品コード 商品名
現価格

（本体価格）

新価格

（本体価格）
備考

KP172S ペンダント　172スモール ¥39,000 ¥45,000

KP172A ペンダント　172A ¥40,000 ¥50,000

KP172B ペンダント　172B ¥44,000 ¥55,000

KP172C ペンダント　172C ¥160,000 ¥160,000 受注発注

KP172G ペンダント　172G ¥360,000 ¥360,000 受注発注

KP101A ペンダント　101A ¥38,000 ¥48,000

KP101AST ペンダント　101A　スチール ¥52,000 ¥58,000 受注発注

KP101ABR ペンダント　101A　ブラス ¥52,000 ¥58,000 受注発注

KP101ACP ペンダント　101A　コッパー ¥52,000 ¥58,000 受注発注

KP101B ペンダント　101B ¥42,000 ¥52,000

KP101BST ペンダント　101B　スチール ¥54,000 ¥62,000

KP101BBR ペンダント　101B　ブラス ¥54,000 ¥62,000

KP101BCP ペンダント　101B　コッパー ¥54,000 ¥62,000

KP101C ペンダント　101C ¥45,000 ¥56,000

KP101CST ペンダント　101C　スチール ¥58,000 ¥66,000 受注発注

KP101CBR ペンダント　101C　ブラス ¥58,000 ¥66,000 受注発注

KP101CCP ペンダント　101C　コッパー ¥58,000 ¥66,000 受注発注

KP101XL ペンダント　101XL　スチール ¥190,000 ¥190,000 受注発注

KP101XLBR ペンダント　101XL　ブラス ¥190,000 ¥190,000 受注発注

KP101XLCP ペンダント　101XL　コッパー ¥190,000 ¥190,000 受注発注

KP130A ペンダント　1-30A ¥32,000 ¥50,000

KP130AP ペンダント　1-30A　ペーパー ¥32,000 ¥50,000 受注発注

KP135A ペンダント　1-35A ¥35,000 ¥50,000

KP105S ペンダント　105S ¥58,000 ¥58,000 NEW

KP47 ペンダント　47 ¥38,000 ¥50,000

KP107 ペンダント　107 ¥28,000 ¥35,000

KP145M ペンダント　145M　 ラ・クロッシェ ¥68,000 ¥75,000 受注発注

KP145L ペンダント　145L　　ラ・クロッシェ ¥78,000 ¥85,000 受注発注

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

KP153 ペンダント　153 ¥60,000 ¥72,000 受注発注

KP157A ペンダント　157A　 ¥34,000 ¥44,000 受注発注

KP157B ペンダント　157B ¥38,000 ¥50,000

KP157C ペンダント　157C ¥42,000 ¥58,000

KP161 ペンダント　161 ¥49,000 ¥52,000

KP176A ペンダント　176A　（日本限定） ¥45,000 ¥58,000 受注発注

KP176B ペンダント　176B　（日本限定） ¥52,000 ¥60,000

KP181A ペンダント　181A　ザ・コメット ¥64,000 ¥66,000

KP181B ペンダント　181B　ザ・コメット ¥73,000 ¥75,000

KP195A ペンダント　195A　ドーナツ ¥98,000 ¥115,000 受注発注

KT306 テーブルランプ　306　ブラス ¥98,000 ¥110,000

KT306BK テーブルランプ　306　ブラック ¥98,000 ¥110,000

KT307 テーブルランプ　307 ¥78,000 ¥88,000

KT311W テーブルランプ　311　ホワイト ¥86,000 ¥98,000

KT314W テーブルランプ　314　ホワイト ¥63,000 ¥70,000

KT343G テーブルランプ　343　グリーン ¥90,000 ¥100,000

KF325O フロアランプ　325　オーク ¥205,000 ¥220,000 受注発注

KF349 フロアランプ　349 ¥188,000 ¥200,000 受注発注

KF351BK フロアランプ　351　ブラック ¥150,000 ¥160,000

KF368BK フロアランプ　368　ブラック ¥125,000 ¥130,000

KC2652 シーリング　26-52 ¥42,000 ¥52,000

KC2665 シーリング　26-65 ¥44,000 ¥54,000

KC2670 シーリング　26-70 ¥46,000 ¥56,000

KC3035 シーリング　30-35 ¥46,000 ¥56,000 受注発注

KC3050 シーリング　30-50 ¥47,000 ¥58,000

KC3058 シーリング　30-58 ¥48,000 ¥60,000

KC3065 シーリング　30-65 ¥49,000 ¥62,000

KB332O ブラケット　332　オーク ¥85,000 ¥98,000

KB324 ブラケット　324 ¥80,000 ¥88,000 受注発注

KB335-120 ブラケット　335-120 ¥80,000 ¥88,000 受注発注

KB334 ブラケット　334 ¥84,000 ¥95,000 受注発注

KB2032 ブラケット　203-2 ¥43,000 ¥48,000 受注発注

KB204LO マッシュルーム ¥75,000 ¥80,000 受注発注

KS123 シェード　1-23 ¥22,000 ¥24,000 受注発注

KS130 シェード　1-30 ¥26,000 ¥28,000 受注発注

KS135 シェード　1-35 ¥27,000 ¥29,000 受注発注

KS138 シェード　1-38 ¥30,000 ¥31,000 受注発注

KS217 シェード　2-17 ¥20,000 ¥22,000 受注発注

KS219 シェード　2-19 ¥20,000 ¥22,000 受注発注

KS221 シェード　2-21 ¥21,000 ¥23,000 受注発注

KS223 シェード　2-23 ¥22,000 ¥25,000 受注発注

KS617 シェード　6-17 ¥20,000 ¥22,000 受注発注

KS621 シェード　6-21 ¥21,000 ¥23,000 受注発注

KS1221 シェード　12-21　（シェードのみ） ¥15,000 ¥22,000 受注発注

KS1221F シェード　12-21　（フレーム付き　ブラス） ¥27,000 ¥32,000 受注発注

KS1221F シェード　12-21　（フレーム付き　ブラック） ¥25,000 ¥30,000 受注発注

モデル101

クラシック

シリーズ

モデル1

モデル172

テーブルランプ

フロアランプ

シーリング

ブラケット

シェード
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