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シャンデリア18灯　　全長96～239㎝
幅φ70×高さ78㎝　14㎏
チェーン148㎝＋フランジ13㎝
シャンデリア球（14口径）25Ｗ×18

シャンデリア16灯　　全長81～224㎝ シャンデリア22灯　　全長113～303㎝
幅φ83×高さ63㎝　12㎏ 幅φ100×高さ91㎝　23㎏
チェーン148㎝＋フランジ13㎝ チェーン195㎝＋フランジ17㎝
シャンデリア球（14口径）25Ｗ×16 シャンデリア球（14口径）25Ｗ×22

ボヘミア・クリスタルガラス使用

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

¥1,243,000

¥800,000 ¥1,400,000

シャンデリア19灯　　全長59～199㎝
幅φ66×高さ42㎝　11㎏
チェーン145㎝＋フランジ12㎝
ハロゲン球G9タイプ25W×19

シャンデリア15灯　　全長104～247㎝
幅φ83×高さ86㎝　12㎏
チェーン148㎝＋フランジ13㎝
シャンデリア球（14口径）25Ｗ×15

シャンデリア15灯　　全長148～291㎝
幅φ87×高さ130㎝　19㎏
チェーン148㎝＋フランジ13㎝
シャンデリア球（14口径）25Ｗ×15

ボヘミア・クリスタルガラス使用

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

¥800,000

¥643,000

¥1,030,000

Iris Cristal / Spain Iris Cristal / Spain
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シャンデリア8灯　　全長81～224㎝
幅φ70×高さ77㎝　12㎏
チェーン54㎝＋フランジ18㎝

シャンデリア28灯　　全長168～257㎝

シャンデリア球（12口径）25Ｗ×8

幅φ90×高さ140㎝　23㎏

￥844,000

チェーン94㎝＋フランジ23㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×28
￥2,486,000

ボヘミア・クリスタルガラス使用
※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

COPENLAMP / Spain COPENLAMP / Spain

   シャンデリア 18灯　全長 102～137cm
   幅Φ80×高さ 80cm 　25kg
   シャンデリア球（12口径）25W×18
   ¥2,024,000

B b



シャンデリア５灯 シャンデリア8灯
幅Φ80　高さ70ｃｍ　全長89～132ｃｍ　9kg 幅Φ95　高さ98ｃｍ　全長117～163ｃｍ　20kg
チェーン47ｃｍ　フランジ15ｃｍ チェーン50ｃｍ　フランジ15ｃｍ
シャンデリア球(14口径)25Ｗ×5 シャンデリア球(14口径)25Ｗ×8
¥647,000 ¥1,151,000

シャンデリア6灯　　全長98～138㎝ シャンデリア6灯　　全長91～131㎝
幅φ78　高80㎝　13㎏　 幅φ73　高73㎝　10㎏　
チェーン45㎝＋フランジ13㎝ チェーン45㎝＋フランジ13㎝
シャンデリア球（14口径）25Ｗ×6 シャンデリア球（14口径）25Ｗ×6
¥820,000 ¥860,000

シャンデリア8灯　　全長143～183㎝
幅φ100　高120㎝　25㎏　
チェーン45㎝＋フランジ18㎝
シャンデリア球（14口径）25Ｗ×8
¥2,116,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

シャンデリア6灯　　全長105～147㎝
幅φ70　高90㎝　　
チェーン47㎝＋フランジ10㎝
シャンデリア球（14口径）25Ｗ×6
¥1,033,000

シャンデリア8灯　　全長120～162㎝ シャンデリア8灯　　全長120～162㎝
幅φ90　高100㎝　23㎏　 幅φ100　高100㎝　22㎏　
チェーン47㎝＋フランジ15㎝ チェーン53㎝＋フランジ15㎝
シャンデリア球（14口径）25Ｗ×8 シャンデリア球（14口径）25Ｗ×8
¥1,124,000 ¥2,447,000   

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

MAZZUCCATO MURANO / Italia MAZZUCCATO MURANO / Italia
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シャンデリア6灯　幅φ50　高47㎝　6㎏　
チェーン55㎝＋フランジ22㎝
¥88,900

シャンデリア8灯　幅φ75　高47㎝　7㎏　 シャンデリア10灯　幅φ85　高55㎝　8㎏　
チェーン55㎝＋フランジ22㎝ チェーン55㎝＋フランジ22㎝
¥122,000 ¥179,000

シャンデリア18灯　幅φ84　高58㎝　15㎏　
チェーン55㎝＋フランジ22㎝
¥336,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。（高品質クリスタルガラス使用）

シャンデリアLED＋5灯　幅φ46　高37㎝　10㎏　
¥120,000 シャンデリアLED＋8灯　幅φ66　高43㎝　18㎏　

¥216,000

シャンデリアLED＋9灯　幅φ76　高43㎝　24㎏　
¥328,000

シャンデリア14灯(G9ﾊﾛｹﾞﾝ球)　幅φ67　高31㎝　15㎏ シャンデリア14灯(G9ﾊﾛｹﾞﾝ球)　幅φ67　高31㎝　15㎏
¥290,000 ¥290,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。（高品質クリスタルガラス使用）

ルミナリア ルミナリア

D d



シャンデリア18灯　　全長122～176㎝ シャンデリア18灯　　全長122～176㎝
幅φ94　高95㎝　　22㎏ 幅φ94　高95㎝　　22㎏ 
チェーン59㎝＋フランジ22㎝ チェーン59㎝＋フランジ22㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×18 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×18
¥480,000 ¥480,000）

シャンデリア24灯　　全長124～196㎝ シャンデリア24灯　　全長124～196㎝
幅φ110　高97㎝　　40㎏ 幅φ110　高97㎝　　40㎏ 
チェーン76㎝＋フランジ23㎝ チェーン76㎝＋フランジ23㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×24 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×24
¥1,030,000 ¥1,030,000

シャンデリア18灯　　全長106～160㎝
幅φ105　高80㎝　　25㎏ 
チェーン58㎝＋フランジ22㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×18
¥520,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 クリスタルガラス使用

CRYSTAL LUCE CRYSTAL LUCE

   シャンデリア 12灯　全長 92～140cm
   幅Φ80×高さ 66cm 　18kg
   シャンデリア球（17口径）25W×12
   ¥300,000

E e



シャンデリア6灯　　全長84～132㎝ シャンデリア8灯　　全長91～139㎝
幅φ65　高58㎝　　10㎏ 幅φ80　高65㎝　　14㎏ 
チェーン52㎝＋フランジ22㎝ チェーン52㎝＋フランジ22㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥186,000 ¥260,000

シャンデリア19灯　　全長141～192㎝
幅φ90　高114㎝　　31㎏
チェーン55㎝＋フランジ23㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×19
¥650,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 クリスタルガラス使用

シャンデリア6灯　　全長84～132㎝ シャンデリア8灯　　全長90～138㎝
幅φ65　高58㎝　　10㎏ 幅φ81　高64㎝　　14㎏ 
チェーン52㎝＋フランジ22㎝ チェーン52㎝＋フランジ22㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥186,000 ¥255,000

シャンデリア12灯　　全長92～140㎝ シャンデリア19灯　　全長141～192㎝
幅φ80　高66㎝　　18㎏ 幅φ90　高114㎝　　31㎏
チェーン52㎝＋フランジ22㎝ チェーン55㎝＋フランジ23㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×12 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×19
¥300,000 ¥643,000

シャンデリアシェード(ホワイト) , （ベージュ）
シェード幅上8.5㎝
シェード幅下11.5㎝
高さ11㎝
¥2,900

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 クリスタルガラス使用

CRYSTAL LUCE CRYSTAL LUCE
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シーリングシャンデリア6灯 シーリングシャンデリア8灯
幅φ56　高50㎝　9㎏　 幅φ69　高57㎝　　11㎏　
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥193,000 ¥243,000

シーリングシャンデリア10灯 シーリングシャンデリア6灯
幅φ83　高65㎝　　17㎏　 幅φ56　高50㎝　9㎏　
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×10 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6
¥332,000 ¥193,000

クリスタル

　

（フレームピンクゴールド色，飾り淡いアンバー色） （フレームピンクゴールド色，飾り淡いアンバー色）
シーリングシャンデリア8灯 シーリングシャンデリア10灯
幅φ69　高57㎝　　11㎏　 幅φ83　高65㎝　　17㎏　
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×10
¥243,000 ¥332,000

直付けシーリングタイプ

直付けシーリングタイプ直付けシーリングタイプ

直付けシーリングタイプ

直付けシーリングタイプ

直付けシーリングタイプ

シーリングシャンデリア6灯 シーリングシャンデリア8灯
幅φ56　高50㎝　9㎏　 幅φ69　高57㎝　　11㎏　
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥193,000 ¥243,000

シーリングシャンデリア10灯
幅φ82　高64㎝　　15㎏ 
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×10
¥332,000

シャンデリア10灯　　全長85～133㎝ シャンデリア8灯　　全長87～139㎝
幅φ85　高59㎝　　15㎏ 幅φ76　高63㎝　　10㎏ 
チェーン52㎝＋フランジ22㎝ チェーン56㎝＋フランジ20㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×10 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥300,000 ¥279,000

直付けシーリングタイプ

直付けシーリングタイプ

直付けシーリングタイプ

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 クリスタルガラス使用

CRYSTAL LUCE CRYSTAL LUCE
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シャンデリア6灯　　全長89～143㎝ シャンデリア8灯　　全長84～138㎝
幅φ62　高57㎝　　8㎏ 幅φ45　高65㎝　　8㎏ 
チェーン58㎝＋フランジ22㎝ チェーン58㎝＋フランジ22㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥198,000 ¥179,000

シャンデリア19灯　　 シャンデリア23灯　　
幅φ70　高25㎝　　28㎏ 幅φ100　高32㎝　　33㎏ 
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×19 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×23
¥329,000 ¥829,000

シャンデリア19灯　　
幅φ70　高25㎝　　28㎏ 
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×19
¥329,000

直付けシーリングタイプ 直付けシーリングタイプ

直付けシーリングタイプ

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 クリスタルガラス使用

シャンデリア6灯　　全長78～133㎝ シャンデリア8灯　　全長78～133㎝
幅φ50　高52㎝　　8㎏ 幅φ60　高52㎝　　12㎏ 要アンカーボルト
チェーン59㎝＋フランジ22㎝ チェーン59㎝＋フランジ22㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥148,000 ¥190,000

ウォールランプ2灯
幅18　奥行33　高32㎝　　2㎏
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×2
¥36,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 クリスタルガラス使用

CRYSTAL LUCE CRYSTAL LUCE
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シャンデリア25灯　　全長154～241㎝
幅φ145　高124㎝　　42㎏ 
チェーン92㎝＋フランジ25㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×25
¥3,042,000

シャンデリア12灯　　全長88～171㎝
幅φ103　高66㎝　　12㎏ 
チェーン88㎝＋フランジ17㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×12
¥1,632,000

※飾りパーツ・スワロフスキー社クリスタルガラス

※飾りパーツ・スワロフスキー社クリスタルガラス

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

シャンデリア30灯　全長112～156㎝
幅φ94　高94㎝　17㎏　
チェーン48㎝＋フランジ14㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×30
¥1,316,000
※飾りパーツ・スワロフスキー社クリスタルガラス

lumina / Italia lumina / Italia
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シャンデリア12灯 全長76～120㎝ シャンデリア15灯 全長76～120㎝
幅φ61　高58㎝　6㎏　 幅φ61　高58㎝　8㎏　
チェーン48㎝＋フランジ14㎝ チェーン48㎝＋フランジ14㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×12 シャンデリア球（12口径）25Ｗ×15
¥184,920 ¥216,000

シャンデリア30灯　全長111～156㎝
幅φ92　高92㎝　22㎏　
チェーン48㎝＋フランジ14㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×30
¥360,000

シャンデリア18灯　全長103～147㎝ シャンデリア25灯　全長107～151㎝
幅φ94　高86㎝　11㎏　 幅φ94　高90㎝　13㎏　
チェーン49㎝＋フランジ12㎝ チェーン49㎝＋フランジ12㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×18 シャンデリア球（12口径）25Ｗ×25
¥230,000 ¥280,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

シャンデリア9灯　全長76～120㎝ シャンデリア12灯　全長76～120㎝
幅φ61　高58㎝　5㎏　 幅φ61　高58㎝　6㎏　
チェーン48㎝＋フランジ14㎝ チェーン48㎝＋フランジ14㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×9 シャンデリア球（12口径）25Ｗ×12
¥342,000 ¥443,000

シャンデリア15灯　全長76～120㎝
幅φ61　高58㎝　8㎏　
チェーン48㎝＋フランジ14㎝
シャンデリア球（12口径）25Ｗ×15
¥530,000）
※飾りパーツ・スワロフスキー社クリスタルガラス

※飾りパーツ・スワロフスキー社クリスタルガラス ※飾りパーツ・スワロフスキー社クリスタルガラス

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

lumina / Italia lumina / Italia
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シャンデリア8灯ゴールド　　全長88.5～108㎝ シャンデリア8灯シルバー　　全長88.5～108㎝
幅φ79　高65㎝　20㎏ 幅φ79　高65㎝　17㎏ 
チェーン22㎝＋フランジ21㎝ チェーン22㎝＋フランジ21㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥360,000 ¥360,000

シャンデリア8灯シルバー　　全長108.5～128㎝ シャンデリア8灯シルバー　　全長112～130㎝
幅φ80　高85㎝　20.5㎏ 幅φ74　高96㎝　15㎏ 
チェーン22㎝＋フランジ21㎝ チェーン22㎝＋フランジ12㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥520,000 ¥420,000

シャンデリア10灯ゴールド　全長74～93㎝
幅φ83　高さ58㎝　18㎏　
チェーン23㎝＋フランジ12㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×10
473,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 アスフォー社・クリスタルガラス使用

シャンデリア8灯ゴールド　全長136～156㎝ シャンデリア8灯　全長136～156㎝
幅φ42 高112㎝ 16㎏ 幅φ42 高112㎝ 16㎏
チェーン24㎝＋フランジ20㎝ チェーン24㎝＋フランジ20㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥330,000 ¥330,000

シャンデリア18灯シルバー　　全長108.5～128㎝ シャンデリア２８灯ゴールド　全長106～214㎝
幅φ88　高85㎝　27㎏ 　　 幅φ１２０ 高さ85㎝　30kg 　
チェーン110㎝＋フランジ21㎝ チェーン113㎝+フランジ16㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×18 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×28
¥1,220,000 ¥1,400,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 アスフォー社・クリスタルガラス使用

ASFOUR CRYSTAL ASFOUR CRYSTAL
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シャンデリア9灯ゴールド　　全長71.5～91㎝
幅φ49　高48㎝　16㎏ 
チェーン22㎝＋フランジ21㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×9
¥300,000

シャンデリア9灯シルバー　　全長76～96㎝ シャンデリア12灯シルバー　　全長77～97㎝
幅φ50 高50cm 13kg　 幅φ60 高51cm 19kg　
チェーン24㎝＋ｶｯﾌﾟ22㎝ チェーン24㎝＋ｶｯﾌﾟ22㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×9 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×12
¥300,000 ¥400,000

シャンデリア5灯シルバー
幅60 奥行22 高45㎝ 15㎏
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×5
¥358,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 アスフォー社・クリスタルガラス使用

シャンデリア11灯ゴールド　　全長102～123㎝ シャンデリア11灯シルバー　　全長102～123㎝
幅φ68　高83㎝　11㎏ 幅φ68　高83㎝　11㎏ 
チェーン25㎝＋フランジ15㎝ チェーン25㎝＋フランジ15㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥550,000） ¥550,000

シャンデリア6灯ゴールド　　全長80～100㎝ シャンデリア8灯シルバー　13㎏　
幅φ67　高56㎝　8㎏ 幅φ72　高26～89㎝　
チェーン25㎝＋フランジ20㎝ 要アンカーボルト　G9ハロゲン球25W×8
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6 ¥450,000
¥350,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 アスフォー社・クリスタルガラス使用

ASFOUR CRYSTAL ASFOUR CRYSTAL
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シーリングシャンデリア8灯ゴールド シーリングシャンデリア8灯シルバー
幅φ53　高44㎝　　7.3㎏ 幅φ53　高44㎝　　7.3㎏
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥272,000 ¥272,000

シーリングシャンデリア8灯ゴールド シーリングシャンデリア8灯シルバー
幅φ50　高34㎝　14㎏　 幅φ50　高34㎝　14㎏　
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥350,000 ¥350,000

シーリングシャンデリア8灯ゴールド
幅φ50　高26㎝　　9㎏
G9ハロゲン球25Ｗ×8
¥272,000

シーリングタイプ・アスフォー社クリスタルガラス使用

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。

シャンデリア6灯ゴールド　　全長98～119㎝
幅φ56　高76㎝　9㎏ 
チェーン22㎝＋フランジ21㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6
¥300,000

シャンデリア6灯シルバー　　全長98～119㎝ シャンデリア8灯シルバー　全長95～116㎝
幅φ56　高76㎝　9㎏ 幅φ76　高73㎝　10㎏ 
チェーン22㎝＋フランジ21㎝ チェーン22㎝＋フランジ21㎝
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6 シャンデリア球（17口径）25Ｗ×8
¥300,000 ¥358,000

シャンデリア6灯シルバー　17ｋｇ　
幅φ60　奥行20　高31　ﾜｲﾔｰ69ｃｍ　
シャンデリア球（17口径）25Ｗ×6
¥340,000

※海外からの入荷状況により、在庫、価格等の変動がございます。ご注文の際は、お問い合わせ下さい。 アスフォー社・クリスタルガラス使用

ASFOUR CRYSTAL ASFOUR CRYSTAL
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