
SPECIAL SALE

ダイニングセットならさらにお買い得。最大約40万円プライスダウン。
そろいのダイニングと
リビングセットをこのプライスで。
ラ・シェーナ2000シリーズは
ダイニングとリビングを同じテイストで
統一可能なシリーズです。
ブルーグレーの美しいファブリックが特徴です。

トーヨーキッチンスタイルではミラーやカーペットなど、暮らしを彩るアイテムも豊富にラインナップ。

特 別 商 談 会
インテリアをお考え中のみなさま、トーヨーキッチンスタイルから『特別商談会』のおしらせです。

世界中からセレクトしたスタイリッシュなアイテムが、この期間だけスペシャルプライスでお求めいただけます。

在庫品限りの特別なインテリアウィークです、どうぞお早めにショールームまでお越しください。

対象商品は店頭スタッフまでお問い合わせください。表示価格は税抜きとなっています。

郵送時返送先:株式会社トーヨーキッチンスタイル　〒465-8670 名古屋市名東区一社2-21　TEL 052-709-0177

MIRROR

TABLE LAMP

OTHERS

RUG

ヴェインミラー
W60/H90/t3cm

通常価格￥44,000 →  ¥35,200

ストンプミラー
W80/H69/t1.6cm

通常価格￥35,000 →  

¥28,000

リーフミラー
W70/D1.6/H100cm

通常価格￥43,000 →  ¥38,700
ウォータードロップスミラー
W76/D3.5/H92cm

通常価格￥48,000 →  ¥43,200

ローレルミラー
W89/D1.6/H91cm

通常価格￥62,000 →  

¥55,800

リバーサイドグリス
W170/D240cm

通常価格¥256,000 →  ¥179,200

ロングウッズトレイ
W33/D44/H7cm

通常価格¥38,000 → ¥19,000

レザードッグハウス
W59/D55.5/H64cm

通常価格¥125,000 →

  ¥87,500

ウォーターフローボール
W30/D30/H36cm

通常価格¥28,000 →

  ¥22,400

ウォータードロップスゴールドミラー
W100/H100/ｔ1.6cm

通常価格￥66,000 → ¥59,400

サンミラー
W80/H80/H1.6cm

通常価格￥42,000 → ¥33,600
スクラッチミラー
W60/H90/ｔ3cm

通常価格￥11,000 → ¥9,900

ワイルドガーデンウォールパネル
W45/H150/ｔ3.6cm（1枚あたり）×3枚

通常価格¥128,000 → ¥89,600

（左シルバー・右ブロンズ）

（右シルバー・左ブロンズ）

特約店様情報スペース MAP

※ リアルレザー、ハラコ素材を使用した商品には個体差がございます。
　 製品不良以外の交換対応は致しかねますので、あらかじめご了承の上、
　 ご不明な点はスタッフまでお問い合わせください。
※ 在庫がなくなり次第でご提供できない場合がございます。
※ ご来場の際は、このチラシをお持ちください。

ラ・シェーナ2000 コンプリートセット

通常価格¥647,000 → ¥398,000

ヘナベンチ1脚×
ヘナテーブル×
レッドステッチチェア2脚

通常価格¥308,000 →

 ¥198,000

ラ・シェーナ2101 4脚×
ガラストップテーブル

通常価格¥368,000 →¥228,000
の無断転載は固くお断りします。

CAS-CARO-2017.07 

山路を登りながら

家 族 の「 色 」を 選 ぼ う 。

ゴールドリーフパネル
W46/H46/ｔ4.8cm

通常価格¥29,000 → ¥23,200

オータムツリーウォールパネル
W45.5/H150.5/ｔ4cm（1枚あたり）×4枚

通常価格¥209,000 → ¥146,300

年に一度の
特別セール

最
大74%

OFF

フレームチェア4脚×エムファイブ

通常価格¥692,000 →¥298,000

マーブルトップテーブル×
オークダイニングチェア4脚

通常価格¥316,000 →¥198,000

アレグアチェア4脚×ファンタジアテーブル
通常価格¥583,000 →

¥368,000

テーブルランプDT2745
φ43/H65cm

テーブルランプDT2745
φ43/H65cm

テーブルランプDT2745
φ43/H65cm

通常価格¥44,000 →

¥30,800

カメオスタンドランプP
φ31/H55cm

カメオスタンドランプP
φ31/H55cm

カメオスタンドランプP
φ31/H55cm

通常価格¥41,000 →

¥24,600

ポリグレッグ
M : W31/D26/H26cm

ポリグレッグ
M : W31/D26/H26cm

ポリグレッグ
M : W31/D26/H26cm

通常価格¥66,000 →

¥46,200

L : W47/D40/H39cmL : W47/D40/H39cmL : W47/D40/H39cm

通常価格¥86,000 →

¥60,200

カメオテーブルランプ
φ13.5/H30cm

カメオテーブルランプ
φ13.5/H30cm

カメオテーブルランプ
φ13.5/H30cm

通常価格¥21,000 →

¥12,600

カメオスタンドランプH
W20/D24/H43cm

カメオスタンドランプH
W20/D24/H43cm

カメオスタンドランプH
W20/D24/H43cm

通常価格¥27,000 →

¥16,200
テーブルランプDT2701
φ40.5/H72cm

テーブルランプDT2701
φ40.5/H72cm

テーブルランプDT2701
φ40.5/H72cm

通常価格￥42,000 →

¥29,400

ウォーターフロウバーズ
W35/D8/D9(鳥の部分)/H80cm

通常価格¥31,000 → 

¥24,800

キャッツコートラック
W72/D6/H18cm

通常価格￥18,000 → 

¥12,600

クロスワード
W234/D169/ｔ1cｍ

クロスワード
W234/D169/ｔ1cｍ

クロスワード
W234/D169/ｔ1cｍ

通常価格￥270,000 → 

¥189,000

ダフニーアイリス
W240/D170cm

ダフニーアイリス
W240/D170cm

ダフニーアイリス
W240/D170cm

通常価格¥270,000 → 

¥189,000

ペルシャパッチワークカーペット
W170/D240/H2cm

ペルシャパッチワークカーペット
W170/D240/H2cm

ペルシャパッチワークカーペット
W170/D240/H2cm

通常価格 152,000 → 

¥106,400

W45/H150/D4cm（1枚あたり）

通常価格¥122,000 → 

レインフォレスト
W45/H150/D4cm（1枚あたり）

レインフォレスト
W45/H150/D4cm（1枚あたり）

レインフォレスト
W45/H150/D4cm（1枚あたり）

通常価格¥122,000 → 

¥85,400

W45/H150/D4cm（1枚あたり）

¥98,000 → 

グリーンジャングルヘイズウォールパネル
W45/H150/D4cm（1枚あたり）

グリーンジャングルヘイズウォールパネル
W45/H150/D4cm（1枚あたり）

グリーンジャングルヘイズウォールパネル
W45/H150/D4cm（1枚あたり）

通常価格¥98,000 → 

¥68,600

¥24,000 → 

ウォーターフロウローズS
W39/D24/H20cm

ウォーターフロウローズS
W39/D24/H20cm

ウォーターフロウローズS
W39/D24/H20cm

通常価格¥24,000 → 

¥19,200
¥31,000 → 

ウォーターフロウローズL
W54/D27/H22cm

ウォーターフロウローズL
W54/D27/H22cm

ウォーターフロウローズL
W54/D27/H22cm

通常価格¥31,000 → 

¥24,800

ウーブングレイ
W230/D160cm

ウーブングレイ
W230/D160cm

ウーブングレイ
W230/D160cm

通常価格¥258,000 → 

¥180,600

ファクトリーウッドベンチ2脚×
ファクトリーウッドテーブル

通常価格¥372,000 → ¥248,000

ガラストップテーブル
W180/D90/H76cm

通常価格¥124,000 → 

¥86,800
ラ・シェーナ2101×1脚
W61/D57/H77/SH49cm

通常価格¥61,000 → 

¥42,700

アレグアチェア ×1脚
W47/D53/H83/SH45cm

ファンタジアテーブル
W180/D90/H76cm

通常価格¥90,000 → 

¥63,000
通常価格¥223,000 → 

¥156,100

ボウム4脚×シンク

通常価格¥796,000 → ¥498,000
ボウム ×1脚
W52/D52/H80/SH47cm

シンク
W155/D80/H75cm

通常価格¥101,000 → 

¥70,700
通常価格¥392,000 → 

¥274,400

ヘナベンチ
W145/D28/H51cm

ヘナテーブル
W170/D90.5/H75cm

通常価格¥68,000 → 

¥47,600
通常価格¥168,000 → 

¥117,600
レッドステッチチェア
W56/D61/H80/SH43cm

通常価格¥36,000 → 

¥25,200フレームチェア
W40/D61/H78.5/SH44cm

エムファイブ
W170/D80/H74.5cm

通常価格¥90,000 → 

¥45,000
通常価格¥332,000 → 

¥166,000

マーブルトップテーブル
W180/D90/H75cm

通常価格¥180,000 → 

¥126,000
オークダイニングチェア
W45/D55/H75/SH44cm

通常価格¥34,000 → 

¥23,800

ファクトリーウッドベンチ
W160/D36/H45cm

ファクトリーウッドテーブル
W160/D90/H75cm

通常価格¥93,000 → 

¥65,100
通常価格¥186,000 → 

¥130,200

特別商談会 開催会場

ご成約特典
￥30,000（税別）以

上のご成約で、

すてきなLEDランプ
をプレゼント！

あなたの家族はどんな色？
全73種のマルチカラーキッチン
CARO〈キャロ〉新登場。

下記QRコードより
CAROスペシャルサイトで
詳しい情報が確認できます

新登場

カムバックチェア4脚×シンク

通常価格¥737,200 → ¥598,000
カムバックチェア ×1脚
W57/D60/H97/SH47cm

シンク
W155/D80/H75cm

OFF
7410 %～

掲載商品

SPECIAL
SALE

カルテルの人気チェアが
テーブルとセットで
プライスダウン

テーブル、椅子は単品でもお求め頂けます。
セットの場合は、単品よりもさらに
お買い得です。

商談会開催期間：10月27日［金］～11月5日［日］
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白い壁より、彩りある暮らしを選びましょう。
『モザイクタイル』でもっと上質なインテリア空間へ。 「永遠の絵画」ともよばれる芸術的なモザイク文化を現在に継承し、数少ない”マイスター”と称される熟練

の職人たちの手によって、アートのように美しいベネツィアンモザイクを生み出しているトップブランドです。

SICISでは最高級の原材料を用いて、高品質なベネツィアンガラスを生産しています。

ベネツィアンモザイクブランド  SICIS｜シチス

トーヨーキッチンスタイル 高松ショールーム
住所／〒760-0080 香川県高松市木太町1839-1
営業時間／10:00～18:00
定休日／水曜日

TEL 087-833-4081
43

10

43

43

トーヨーキッチンスタイル
高松ショールーム

札場南

琴電林道駅

JA香川県木太

香川銀行木太高松信用金庫木太

小太南小学校北

琴電長尾線

琴電長尾線



2017 トーヨーキッチンスタイル特別商談会

シャーキースツール
W46/D53/H101/SH64.5cm

通常価格¥161,000 → ¥144,900

ボイアッカウッド
W200/D90/H74cm

通常価格¥619,000 → ¥433,300

ブラックミンク 2シーター
W150/D86/H111/SH46cm

通常価格¥451,000→ ¥315,700

バット
W41/D38/H49cm

通常価格¥42,000 → ¥21,000（BLKのみ販売）

レディ
W4.8/H80cm(パイプ経φ17mm)

通常価格 58,000 → ¥40,600

紫檀スツール
W45/D41/H64cm

紫檀スツール
W45/D41/H64cm

紫檀スツール
W45/D41/H64cm

通常価格¥48,000 →

¥38,400

ハイジ H65cm
 ナチュラルオーク
W45/D42.5/H65cm

ハイジ H65cm
 ナチュラルオーク
W45/D42.5/H65cm

ハイジ H65cm
 ナチュラルオーク
W45/D42.5/H65cm

通常価格¥263,000 →

¥131,500

ブラウンファーチェア
W45.5/D56/H92/SH49cm

ブラウンファーチェア
W45.5/D56/H92/SH49cm

ブラウンファーチェア
W45.5/D56/H92/SH49cm

通常価格¥95,000 →

¥66,500

パルプ
W52/D55/H84/SH45cm

パルプ
W52/D55/H84/SH45cm

パルプ
W52/D55/H84/SH45cm

通常価格¥47,000 →

¥32,900

マンダレイ
W65/D63/H85cm

マンダレイ
W65/D63/H85cm

マンダレイ
W65/D63/H85cm

通常価格¥58,000 →

¥40,600

ガレリアチェア
W46/D56/H91/SH49cm

ガレリアチェア
W46/D56/H91/SH49cm

ガレリアチェア
W46/D56/H91/SH49cm

通常価格￥58,000 →

¥46,400

ラ・シェーナ1101 スピンドルバックチェア
W46/D60/H86/SH46cm

ラ・シェーナ1101 スピンドルバックチェア
W46/D60/H86/SH46cm

ラ・シェーナ1101 スピンドルバックチェア
W46/D60/H86/SH46cm

通常価格¥43,000 →

¥30,100

コペンハーゲンチェア
W56.5/D53/H72/SH44cm

コペンハーゲンチェア
W56.5/D53/H72/SH44cm

コペンハーゲンチェア
W56.5/D53/H72/SH44cm

通常価格¥60,000 →

¥42,000

レッドステッチチェア
W56/D61/H80/SH43cm

レッドステッチチェア
W56/D61/H80/SH43cm

レッドステッチチェア
W56/D61/H80/SH43cm

通常価格¥36,000 →

¥25,200

レッドステッチスツール
W56/D61/H80/SH43cm

レッドステッチスツール
W56/D61/H80/SH43cm

レッドステッチスツール
W56/D61/H80/SH43cm

通常価格¥46,000 →¥32,200

パディントンソファ
W220/D100/H84/SH47cm

パディントンソファ
W220/D100/H84/SH47cm

パディントンソファ
W220/D100/H84/SH47cm

通常価格¥600,000 →

¥360,000

ペンダントライトH250512
φ42cm

ペンダントライトH250512
φ42cm

ペンダントライトH250512
φ42cm

通常価格¥87,000 →

¥78,300

フォールドT2
W26/D26/H45cm

フォールドT2
W26/D26/H45cm

フォールドT2
W26/D26/H45cm

通常価格¥95,000 →

¥47,500

コンパスシャイニー
W56/D57/H77/SH45cm

コンパスシャイニー
W56/D57/H77/SH45cm

コンパスシャイニー
W56/D57/H77/SH45cm

通常価格¥98,000 →

¥68,600

ボーンネストテーブル
W50.5/D35.5/H45cm(大)
W42.5/D34/H37.5cm(小)

ボーンネストテーブル
W50.5/D35.5/H45cm(大)
W42.5/D34/H37.5cm(小)

ボーンネストテーブル
W50.5/D35.5/H45cm(大)
W42.5/D34/H37.5cm(小)

通常価格 ¥111,000 →

¥77,700

ボーンローテーブル
W110/D60/H40cm

ボーンローテーブル
W110/D60/H40cm

ボーンローテーブル
W110/D60/H40cm

通常価格¥129,000 →

¥90,300

ラ・シェーナ2201
φ120/H75.5cm

ラ・シェーナ2201
φ120/H75.5cm

ラ・シェーナ2201
φ120/H75.5cm

通常価格¥95,000→

¥66,500

リリーバースツール
W46/D52/H76/SH62cm

リリーバースツール
W46/D52/H76/SH62cm

リリーバースツール
W46/D52/H76/SH62cm

通常価格¥29,000 →

¥23,200

アルト
W37/D48/H71/SH64cm

アルト
W37/D48/H71/SH64cm

アルト
W37/D48/H71/SH64cm

通常価格¥112,000→

¥56,000

チャットウィングソファ
W132/D92/H93/SH40cm

チャットウィングソファ
W132/D92/H93/SH40cm

チャットウィングソファ
W132/D92/H93/SH40cm

通常価格¥254,000 →

¥177,800

レザーソファL
レザーソファR
W270/D200/H75/SH45cm

レザーソファL
レザーソファR
W270/D200/H75/SH45cm

レザーソファL
レザーソファR
W270/D200/H75/SH45cm

通常価格¥460,000 →

¥298,000

チャットウイングアームチェア
W79/D92/H93/SH40cm

チャットウイングアームチェア
W79/D92/H93/SH40cm

チャットウイングアームチェア
W79/D92/H93/SH40cm

通常価格¥169,000 →

¥118,300

シャーキースツール
W46/D53/H101/SH64.5cm

シャーキースツール
W46/D53/H101/SH64.5cm

シャーキースツール
W46/D53/H101/SH64.5cm

通常価格¥84,000 →

¥75,600

レザースツール　ブラウン
W45/D49/H100/SH68cm

レザースツール　ブラウン
W45/D49/H100/SH68cm

レザースツール　ブラウン
W45/D49/H100/SH68cm

通常価格¥111,000 →

¥77,700

W92/D27.5/H21cm

ジャギーペンダント
W92/D27.5/H21cm

ジャギーペンダント
W92/D27.5/H21cm

ジャギーペンダント
W92/D27.5/H21cm

通常価格¥102,000 →

¥71,400

W130/D38（最大D130）/H210（最大）cm

ナイトアンドデイ
W130/D38（最大D130）/H210（最大）cm

ナイトアンドデイ
W130/D38（最大D130）/H210（最大）cm

ナイトアンドデイ
W130/D38（最大D130）/H210（最大）cm

通常価格¥79,000 →

¥55,300

φ50/H35cm

タンクS1
φ50/H35cm

タンクS1
φ50/H35cm

タンクS1
φ50/H35cm

通常価格 187,000 →

¥93,500

W45/D195～225/H210～230cm

フロアランプF8009B
W45/D195～225/H210～230cm

フロアランプF8009B
W45/D195～225/H210～230cm

フロアランプF8009B
W45/D195～225/H210～230cm

通常価格¥68,000 →

¥61,200

φ45/H124cm

フォーリングダイヤモンドミラージュ
φ45/H124cm

フォーリングダイヤモンドミラージュ
φ45/H124cm

フォーリングダイヤモンドミラージュ
φ45/H124cm

通常価格¥178,000 →

¥124,600

W25/D25/H95cm

ノームランプ
W25/D25/H95cm

ノームランプ
W25/D25/H95cm

ノームランプ
W25/D25/H95cm

通常価格¥61,000 →

¥42,700

φ23/H172cm

ハバナ フロア
φ23/H172cm

ハバナ フロア
φ23/H172cm

ハバナ フロア
φ23/H172cm

通常価格¥71,000 →

¥56,800

W27/D27/H48cm

ジャギーテーブルランプ
W27/D27/H48cm

ジャギーテーブルランプ
W27/D27/H48cm

ジャギーテーブルランプ
W27/D27/H48cm

通常価格¥35,000 →

¥24,500

W37/D37/H155cm

ジャギーフロアランプ
W37/D37/H155cm

ジャギーフロアランプ
W37/D37/H155cm

ジャギーフロアランプ
W37/D37/H155cm

通常価格¥79,000 →

¥55,300

φ15/H21cm

トーチライトT1
φ15/H21cm

トーチライトT1
φ15/H21cm

トーチライトT1
φ15/H21cm

通常価格¥47,000 →

¥23,500

φ15/H21cm

トーチライトT2
φ15/H21cm

トーチライトT2
φ15/H21cm

トーチライトT2
φ15/H21cm

通常価格¥47,000 →

¥23,500

φ18/H30cm

ペンダントライトH2581A
φ18/H30cm

ペンダントライトH2581A
φ18/H30cm

ペンダントライトH2581A
φ18/H30cm

通常価格¥28,000 →

¥19,600

φ14/H32cm

グレイズ 14 ブラック/カッパー
φ14/H32cm

グレイズ 14 ブラック/カッパー
φ14/H32cm

グレイズ 14 ブラック/カッパー
φ14/H32cm

通常価格¥52,000 →

¥36,400φ8/H5.5cm

通常価格 55,000 →

ピル
φ8/H5.5cm

ピル
φ8/H5.5cm

ピル
φ8/H5.5cm

通常価格 55,000 →

¥38,500¥38,500

φ79/H26/H38(傾斜時)cm

ソーラーインドア
φ79/H26/H38(傾斜時)cm

ソーラーインドア
φ79/H26/H38(傾斜時)cm

ソーラーインドア
φ79/H26/H38(傾斜時)cm

通常価格¥160,000 →

¥112,000

φ15.5/H19.5cm

サーカスS
φ15.5/H19.5cm

サーカスS
φ15.5/H19.5cm

サーカスS
φ15.5/H19.5cm

通常価格¥36,000 →

¥25,200

φ36/H43cm

サーカスM
φ36/H43cm

サーカスM
φ36/H43cm

サーカスM
φ36/H43cm

通常価格¥60,000 →

¥42,000 φ56/H31cm

サーカスL
φ56/H31cm

サーカスL
φ56/H31cm

サーカスL
φ56/H31cm

通常価格¥76,000 →

¥53,200

φ14/H30cm

ペンダントライトH2594B
φ14/H30cm

ペンダントライトH2594B
φ14/H30cm

ペンダントライトH2594B
φ14/H30cm

通常価格¥27,000 →

¥18,900

通常価格￥38,000 →

¥9,800（各柄）
LED
通常価格￥40,000 →

¥12,800（各柄）

プラナアップホルスタード
W46/D50/H79/SH47cm

プラナアップホルスタード
W46/D50/H79/SH47cm

プラナアップホルスタード
W46/D50/H79/SH47cm

通常価格¥165,000 →

¥115,500

紫檀ダイニングチェア
W46/D55/H102/SH48cm

紫檀ダイニングチェア
W46/D55/H102/SH48cm

紫檀ダイニングチェア
W46/D55/H102/SH48cm

通常価格¥30,000 →

¥21,000

紫檀ジャリアームチェア
W56/D60/H88/SH48cm

紫檀ジャリアームチェア
W56/D60/H88/SH48cm

紫檀ジャリアームチェア
W56/D60/H88/SH48cm

通常価格¥65,000→

¥45,500

ラ・シェーナ2001
W155/D72/H85/SH43cm

ラ・シェーナ2001
W155/D72/H85/SH43cm

ラ・シェーナ2001
W155/D72/H85/SH43cm

通常価格¥186,000 →¥130,200
ラ・シェーナ2002
W91/D74/H86/SH42cm

ラ・シェーナ2002
W91/D74/H86/SH42cm

ラ・シェーナ2002
W91/D74/H86/SH42cm

通常価格¥108,000 → ¥75,600

ラ・シェーナ002
W170/D86/H83/SH42cm

ラ・シェーナ002
W170/D86/H83/SH42cm

ラ・シェーナ002
W170/D86/H83/SH42cm

通常価格¥280,000 →¥196,000

紫檀サイドテーブル
W45/D45/H45cm

紫檀サイドテーブル
W45/D45/H45cm

紫檀サイドテーブル
W45/D45/H45cm

通常価格¥24,000 →

¥16,800
ラ・シェーナ1201
W116/D54/H42.5cm

ラ・シェーナ1201
W116/D54/H42.5cm

ラ・シェーナ1201
W116/D54/H42.5cm

通常価格¥54,000 →¥37,800

ラ・シェーナ2202
W87/D87/H42.5cm

ラ・シェーナ2202
W87/D87/H42.5cm

ラ・シェーナ2202
W87/D87/H42.5cm

通常価格¥62,000 →¥43,400

ガラスローテーブル
W86/D86/H43.5cm

ガラスローテーブル
W86/D86/H43.5cm

ガラスローテーブル
W86/D86/H43.5cm

通常価格¥197,000 →

¥137,900

紫檀ダイニングテーブル
W214/D94/H76cm

紫檀ダイニングテーブル
W214/D94/H76cm

紫檀ダイニングテーブル
W214/D94/H76cm

通常価格¥108,000 →¥75,600

ラ・シェーナ2203
φ40/H40cm

ラ・シェーナ2203
φ40/H40cm

ラ・シェーナ2203
φ40/H40cm

通常価格¥30,000 →¥21,000

パンケーキローテーブル
W90/D65～100/H33cm

パンケーキローテーブル
W90/D65～100/H33cm

パンケーキローテーブル
W90/D65～100/H33cm

通常価格¥113,000 →¥79,100
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カメオランプ フルーツ
φ21/H20cm

カメオランプ リリー
φ20/H20cm カメオランプ エンジェル

φ21/H15cm

ビハイブ ペンダント
φ39/H38cm

通常価格¥121,000 → 

¥84,700

LED

通常価格¥149,000 → 

¥104,300

カネッタタ
φ42/H13cm

通常価格¥97,000 → 

¥67,900 ディライトシェード
W26/H25cm

通常価格¥31,000 → 

¥21,700

ファセット18
W18/D18/H26cm

通常価格¥97,000 → 

¥67,900

フィレットS
φ40/H28cm

通常価格¥108,000 → 

¥75,600

キラーラクリスタルＳ
W52/D52/H46cm

通常価格 68,000 → 

¥47,600

パンプキン
φ48/H22cm

通常価格¥134,000 → 

¥93,800

ハバナ
W92/H12cm

通常価格¥198,000 → 

¥118,800

フラフープ
約W120/D120/H100cm

通常価格¥298,000 → 

¥208,600

キラーラＬ
W78/H78cm

通常価格 160,000 → 

¥112,000

キラーラＳ
W45/H58cm

通常価格 58,000 → 

¥40,600
リチュアルズ1
φ24/H34cm

通常価格¥88,000 → 

¥61,600

リチュアルズ2
φ34/H19cm

通常価格¥88,000 → 

¥61,600

リチュアルズ3
φ19/H21cm

通常価格¥74,000 → 

¥51,800

ロマンチックフラワーＳ
W55.5/H55.5cm

通常価格 110,000 → 

¥77,000

ライトハウスH300
φ60/H30cm

通常価格¥69,000 → 

¥48,300

バロッククリア5
φ47/H45cm

通常価格¥38,000 → 

¥26,600

デント53
φ53/H23cm

通常価格¥33,000 → 

¥23,100

キャンディ
W90/D15/H10cm

通常価格¥128,000 → 

¥76,800

クロス
W37/D37/H20cm

通常価格¥128,000 → 

¥76,800

ミカド
W99/D3.2/H6cm

通常価格¥74,000 → 

¥44,400

アリババ
W51.5/H78cm

通常価格¥193,000 → 

¥135,100

ビッグムーン80
φ80/H80cm

通常価格¥239,000 → 

¥167,300

セントラルパークＳ
W45/H34.5cm

通常価格¥133,000 → 

¥93,100
セントラルパークＬ
W61/H45.5cm

通常価格¥208,000 → 

¥145,600

シャンデリアやLEDのペンダント照明もこの時期だけのスペシャルプライス。

φ15/H21cm

トーチライトS1
φ15/H21cm

トーチライトS1
φ15/H21cm

トーチライトS1
φ15/H21cm

通常価格 45,000 →

¥22,500

φ15/H21cm

トーチライトS2
φ15/H21cm

トーチライトS2
φ15/H21cm

トーチライトS2
φ15/H21cm

通常価格 45,000 →

¥22,500

φ50cm

トーチライトＳ８
φ50cm

トーチライトＳ８
φ50cm

トーチライトＳ８
φ50cm

通常価格 172,000 →

¥86,000

※天井吊り元から照明下端までの
　寸法は固定です。

グレッグL
W47/H40cm

通常価格¥101,000 → 

¥70,700

グレッグM
W31/H26cm

通常価格¥73,000 → 

¥51,100

グレッグS
W14/H10.5cm

通常価格¥40,000 → 

¥28,000

グレッグS（LED）
W14/H10.5cm

通常価格¥49,000 → 

¥34,300

（ブラック）

（カッパー /クローム）

通常価格¥308,000 → 

¥215,600

ビーズオクト
W77/H44cm

通常価格¥323,000 → 

¥226,100

φ45/H26cm

ミス　ブリッラ
φ45/H26cm

ミス　ブリッラ
φ45/H26cm

ミス　ブリッラ
φ45/H26cm

通常価格 186,000 →

¥130,200
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