
通常在庫商品 / お客様価格

　照明器具 L-0901

DESIGN HOUSE [デザインハウス社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LDH-506683 シャンデリア ミルブリッジ ORB \17,714 40% \10,628
LDH-506709 サークルシーリング ミルブリッジ ORB \8,988 40% \5,393
LDH-504498 ボールシーリング ミルブリッジ ORB \3,654 40% \2,192
LDH-506758 シングルウォール ミルブリッジ ORB \5,901 40% \3,541
LDH-506733 ツインウォール ミルブリッジ ORB \7,025 40% \4,215
LDH-501619 サークルシーリング ホワイト/フローラルパターン \2,436 40% \1,462
LDH-501957 ボールシーリング ポリッシュドブラス/ダイヤモンド \3,245 40% \1,947
LDH-500546 シャンデリア ミルブリッジ PB \16,296 40% \9,778
LDH-507061 トリプルシーリング ミルブリッジ PB \9,282 40% \5,569
LDH-503045 サークルシーリング ミルブリッジ PB \6,741 40% \4,045
LDH-500629 ボールシーリング ミルブリッジ PB \3,098 40% \1,859
LDH-503011 シングルウォール ミルブリッジ PB \4,221 40% \2,533
LDH-503029 ツインウォール ミルブリッジ PB \5,345 40% \3,207
LDH-500975 シングルウォール ポリッシュドブラス \4,295 40% \2,577
LDH-501726 トリプルシーリング ポリッシュドブラス \5,544 40% \3,326
LDH-512145 6灯シャンデリア コールドウォーター \59,829 40% \35,897
LDH-512152 ペンダント コールドウォーター \21,294 40% \12,776
LDH-512160 立体シーリング コールドウォーター \19,520 40% \11,712
LDH-509174 バニティー コールドウォーター \16,359 40% \9,815
LDH-509158 ボールシーリング コールドウォーター \3,560 40% \2,136
LDH-509166 サークルシーリング コールドウォーター \7,875 40% \4,725
LDH-512178 ウォール コールドウォーター \10,973 40% \6,584
LDH-512186 ツインウォール コールドウォーター \14,438 40% \8,663

　照明器具

DESIGN HOUSE [デザインハウス社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LDH-506196 アウトドア/アップ ステアリング \20,738 40% \12,443
LDH-506568 アウトドア/ペンダント ステアリング \23,741 40% \14,244
LDH-506212 アウトドア/ポスト ステアリング \23,741 40% \14,244
LDH-505537 アウトドア/アップ キャンタブリー \17,735 40% \10,641
LDH-505545 アウトドア/ダウン キャンタブリー \18,029 40% \10,817
LDH-505552 アウトドア/ペンダント キャンタブリー \19,236 40% \11,542
LDH-505560 アウトドア/ポスト キャンタブリー \19,236 40% \11,542
LDH-510008 アウトドア/アップ メインストリート \26,975 40% \16,185
LDH-510016 アウトドア/ダウン メインストリート \28,151 40% \16,890
LDH-501478 アウトドア/ダウン ジャクソン/AB \12,810 40% \7,686
LDH-501445 アウトドア/ダウン ジャクソン/PB \12,810 40% \7,686
LDH-512293 アウトドア/アップ ストラットフォード \19,530 40% \11,718
LDH-512301 アウトドア/ペンダント ストラットフォード \19,530 40% \11,718
LDH-512319 アウトドア/ポスト ストラットフォード \20,328 40% \12,197
LDH-502195 アウトドア/ダウン ジェリージャー/BK \3,024 67% \999
LDH-505198 アウトドア/ダウン ジェリージャー/ORB \3,024 67% \999
LDH-502179 アウトドア/ダウン ジェリージャー/PB \3,024 67% \999
LDH-507806 アウトドア/ダウン ジェリージャー/SN \3,024 67% \999
LDH-500181 アウトドア/ダウン ジェリージャー/WH \3,024 67% \999
LDH-502658 アウトドア/ダウン コーチ/BK \6,930 40% \4,158
LDH-502576 アウトドア/ダウン コーチ/ORB \6,930 40% \4,158
LDH-502633 アウトドア/ダウン コーチ/PB \6,930 40% \4,158
LDH-507863 アウトドア/ダウン コーチ/SN \6,930 40% \4,158
LDH-502666 アウトドア/ダウン コーチ/WH \6,930 40% \4,158

LDH-001A

LDH-002A



通常在庫商品 / お客様価格

　照明器具 L-0901

GOLDEN LIGHTING [ゴールデンライティング社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LGL-85059RBZ 9灯シャンデリア・アップ ホームステードリッジ \155,180 40% \93,108
LGL-85055RBZ 5灯シャンデリア・アップ ホームステードリッジ \49,865 40% \29,919
LGL-8505D5RBZ 5灯シャンデリア・ダウン ホームステードリッジ \44,321 40% \26,592
LGL-8505ND3RBZ 3灯シャンデリア・ダウン ホームステードリッジ \38,777 40% \23,266
LGL-850510RBZ アイランド・ペンダント ホームステードリッジ \88,652 40% \53,191
LGL-85053PRBZ ペンダント ホームステードリッジ \33,233 40% \19,940
LGL-85053SCRBZ 立体型シーリング ホームステードリッジ \49,844 40% \29,906
LGL-85051WRBZ シングルウォールライト ホームステードリッジ \11,057 40% \6,634
LGL-85052WRBZ ツインウォールライト ホームステードリッジ \13,829 40% \8,297
LGL-85053WRBZ 3灯バスライト ホームステードリッジ \22,145 40% \13,287
LGL-85054WRBZ 4灯バスライト ホームステードリッジ \27,689 40% \16,613
LGL-907221RB 21灯シャンデリア・アップ マーカス \443,520 40% \266,112
LGL-9072363RB 12灯シャンデリア・アップ マーカス \249,449 40% \149,669
LGL-907263RB 9灯シャンデリア・アップアップマーカス \219,513 40% \131,708
LGL-90726RB 6灯シャンデリア・アップ マーカス \133,056 40% \79,834
LGL-90725RB 5灯シャンデリア・アップ マーカス \85,901 40% \51,540
LGL-9072M1LRB ミニ・ペンダント マーカス \22,145 40% \13,287
LGL-907213BRB サークルシーリング マーカス \22,145 40% \13,287
LGL-90728RB ペンダント マーカス \72,041 40% \43,224
LGL-9072GM4RB 4灯シャンデリア・アップ マーカス \60,953 40% \36,572
LGL-9072WSCRB ブラケット マーカス \22,145 40% \13,287
LGL-9072BA2RB 2灯バスライト マーカス \38,777 40% \23,266
LGL-9072BA3RB 3灯バスライト マーカス \55,409 40% \33,245
LGL-9072BA4RB 4灯バスライト マーカス \66,497 40% \39,898

　照明器具

MAXIM LIGHTING [マキシムライティング社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LML-11740 サークルシーリング ポルテロ \31,878 40% \19,127
LML-11760 サークルシーリング ラ　スカラ/WC \31,878 40% \19,127
LML-12301 立体シーリング モダ \60,428 40% \36,257
LML-12311 シングルウォール モダ \21,620 40% \12,972
LML-12312 ツインウォール モダ \36,036 40% \21,622
LML-12201 立体シーリング マノアー \31,049 40% \18,629
LML-12211 シングルウォール マノアー \16,632 40% \9,979
LML-12212 ツインウォール マノアー \24,948 40% \14,969
LML-20678 立体シーリング モロッコ \52,668 40% \31,601
LML-20671 シングルウォール モロッコ \24,392 40% \14,635
LML-20673 トリプルウォール モロッコ \60,428 40% \36,257
LML-11281 シングルウォール ソフィア \16,632 40% \9,979
LML-11246 シングルウォール シンフォニー \17,325 40% \10,395
LML-11247 ツインウォール シンフォニー \21,945 40% \13,167
LML-11261 シングルウォール コスモポリタン \13,167 40% \7,900
LML-11262 ツインウォール コスモポリタン \19,404 40% \11,642
LML-8021WSKB シングルウォール パシィフィック/KB \11,550 40% \6,930
LML-8020MRKB ツインウォール パシィフィック/KB \17,325 40% \10,395
LML-92007BK アウトドア/ダウン シンプル・シングル/BK \5,492 40% \3,295
LML-92008BK アウトドア/ダウン シンプル・ツイン/BK \7,707 40% \4,624
LML-92007WH アウトドア/ダウン シンプル・シングル/WH \5,492 40% \3,295
LML-92008WH アウトドア/ダウン シンプル・ツイン/WH \7,707 40% \4,624
LML-20289 フロアランプ ポルトフィノ \90,090 40% \54,054

LGL-001A

LML-001A



通常在庫商品 / お客様価格

　照明器具 L-0901

ARTCRAFT [アートクラフト社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LAC-1359 9灯シャンデリア ビーコン \105,893 40% \63,536
LAC-1355 5灯シャンデリア ビーコン \52,668 40% \31,601
LAC-2755 ペンダント ビーコン \28,917 40% \17,350
LAC-4455 立体シーリング ビーコン \19,373 40% \11,624
LAC-5795 シングルウォール ビーコン \11,004 40% \6,602
LAC-3620AB シングルウォール ハイテック/AB \19,625 40% \11,775
LAC-5501BN シングルウォール スプリングフィールド \14,438 40% \8,663

LAC-8310RU アウトドア/アップ トゥドー/ラスト \22,649 40% \13,589
LAC-8421RU アウトドア/ダウン トゥドー/ラスト \28,161 40% \16,897
LAC-8420BK アウトドア/アップ トゥドー/黒 \28,161 40% \16,897
LAC-8311BK アウトドア/ダウン トゥドー/黒 \22,649 40% \13,589
LAC-8421BK アウトドア/ダウン トゥドー/黒 \28,161 40% \16,897
LAC-8360BK アウトドア/アップ ヨーロピアンクラシコ/黒 \19,740 40% \11,844
LAC-8091BK アウトドア/ダウン ヨーロピアンクラシコ/黒 \11,141 40% \6,684
LAC-8090WH アウトドア/アップ ヨーロピアンクラシコ/白 \11,141 40% \6,684
LAC-8361WH アウトドア/ダウン ヨーロピアンクラシコ/白 \19,740 40% \11,844

　照明器具

MINKA-LAVERY [ミンカラベリー社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LMK-1607487 立体シーリング コニャックパティーナ \41,559 40% \24,935
LMK-1600487 ウォール コニャックパティーナ \21,483 40% \12,890
LMK-6772301 ツインウォール キャッスルウッド \58,191 40% \34,915
LMK-91208 ペンダント アンティークアイロン \27,489 40% \16,493
LMK-591208 ツインウォール アンティークアイロン \46,893 40% \28,136
LMK-960120 1灯サークルシーリング ベルカロ \20,444 40% \12,266
LMK-958126 2灯サークルシーリング ベルカロ \31,185 40% \18,711
LMK-1551477 ペンダント ザ・ロマンス \54,285 40% \32,571

LMK-71141126 アウトドア/アップ ベルカロ \27,678 40% \16,607
LMK-9231161 アウトドア/ダウン キャッスルリッジ \24,255 40% \14,553
LMK-828161 アウトドア/ダウン サージリッジ S \31,185 40% \18,711
LMK-828261 アウトドア/ダウン サージリッジ L \38,577 40% \23,146
LMK-888039 アウトドア/ダウン マローカ \52,899 40% \31,739
LMK-893795 アウトドア/ダウン ヘリテージ \85,239 40% \51,143
LMK-824381SF アウトドア/ダウン アイロンオキサイドDK \29,075 40% \17,445

[訂正]
カタログ上の記載誤り　ITEM#LAC-3260AB(誤) ⇒ ITEM#LAC-3620AB(正)

LAC-001A

LMK-001A



通常在庫商品 / お客様価格

　照明器具 L-0901

CTYST RAMA [クリストラマ社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LCR-5760AB 吊下げシーリング モダンアイアン/AB \50,358 40% \30,215
LCR-5760BU 吊下げシーリング モダンアイアン/BU \50,358 40% \30,215
LCR-5221AW シングルウォール アンティークホワイト \23,100 40% \13,860
LCR-465 5灯シャンデリア オールディーブラス \115,500 40% \69,300
LCR-460 シーリング オールディーブラス \23,100 40% \13,860
LCR-461 シングルウォール オールディーブラス \34,650 40% \20,790
LCR-462 ツインウォール オールディーブラス \53,130 40% \31,878

PROGRESS LIGHTING [プログレスライティング社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LPL-599450 アウトドア/ダウン ティファニーランタンズ \20,097 40% \12,058
LPL-568931 アウトドア/ダウン アンダーソン \24,402 40% \14,641
LPL-568131 アウトドア/アップ ウェルボーン/黒 \22,250 40% \13,350
LPL-568231 アウトドア/ダウン ウェルボーン/黒 \19,751 40% \11,850
LPL-568130 アウトドア/アップ ウェルボーン/白 \19,751 40% \11,850
LPL-568230 アウトドア/ダウン ウェルボーン/白 \19,751 40% \11,850

LIVEX LIGHTING [リベックスライティング社]

品番 タイプ デザイン 税込定価 値引率 税込販売価格

LLL-753618 アウトドア/アップ キングストン/ウェザードブリック \23,562 40% \14,137
LLL-753104 アウトドア/ダウン キングストン/ブラック \18,018 40% \10,811
LLL-753103 アウトドア/ダウン キングストン/ホワイト \18,018 40% \10,811
LLL-753603 アウトドア/アップ キングストン/ホワイト \25,410 40% \15,246

LXX-001A


