Retail Price List

2017

Flames
My New Flame

マイ ニュー フレーム

¥78,000 税込 ¥84,240 電球付価格
40

ブラック／レッド
LED 片面128個 5V-0.6W 2700K CRI 80
調光機能付
USB ケーブル、単3充電池4本付属
充電は市販の充電器でお願いします。
乾電池は使用出来ません。

9

Flying Flames Element

製品について
○ 製品の価格、仕様は 2017 年 4 月現在のものです。
○ LED電球は、光の性質が白熱電球とは異なるため、器具によっては明るさや光の

フライング フレームス エレメント

ブラック／レッド

¥69,000 税込 ¥74,520 電球付価格
LED 片面128個 5V-0.6W 2700K CRI80
調光機能付
43

広がり方が大きく異なる場合がございます。
○ 調光器付の器具は、原則LED ランプは使用できませんのでご注意ください。
○ ハロゲン球は、口金の種類により入手が困難になってくることが予想されます。最
新の情報は都度お問合せください。
○ 指定の電球、W 数をご使用ください。

3

Flying Flames Downlight

発生しますのでお問い合わせください。電気工事は電気工事店（有資格者）におま

フライング フレームス ダウンライト

かせください。

ブラック／メタル

○ 製品に同梱されている電球は、当プライスリストに記載された標準仕様のものに
なります。LED電球は家電量販店等でお求めください。
○ 当プライスリスト表示価格には配送費は含まれておりません。

¥65,000 税込 ¥70,200 電球付価格

LED 38V-7W 530lm 2700K CRI90
タッチ式調光機能付

12

○ ペンダント、シーリング、ブラケットは電気工事が必要となります。別途取付費用が

○ 製品の在庫状況及び入荷予定は、都度お問い合わせください。
○ 近日発売予定の商品については、予告なく発売時期が遅れる場合がございます。
○ 製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。あらかじめご
了承ください。

Flying Flames Canopy

60 x 60

フライング フレームス キャノピー

電球マークについて

S 60 × 60cm ¥112,000 税込 ¥120,960
L 114 × 40cm ¥119,000 税込 ¥128,520
Max.エレメント×10＋ダウンライト×2
114 x 40

LED電球に変更できます。
調光器対応型LED電球に変更、
調光非対応LED電球に変更できます。
※調光対応型LED電球には器具との相性があり、
すべての電球が適合するとは限りませんのでご留意ください。

ON/OFFスイッチへの加工（有償）についてなど、
詳しくはお問合せください。

One New Flame

ワン ニュー フレーム

ブラック／レッド

¥104,000 税込 ¥112,320 電球付価格
LED 片面128個 5V-0.6W 2700K CRI80
調光機能付

43

または、ON/OFFスイッチに加工して

3

3

Floor Lamps
Alizz F. Cooper

Floor Lamps
Max. Floor

アリズ.F.クーパー

マックス フロアー

¥229,000 税込 ¥247,320 電球付価格

ベース：ブラック／シェード：ブラック

¥223,000 税込 ¥240,840 電球付価格

H:200
ハロゲン球 150W (B15d)
¥3,800 税込 ¥4,104
調光器付

¥207,000 税込 ¥223,560 電球付価格
B:20 H:150-180
LED 15W 1300lm 3000K CRI90
調光器付

150 - 180

130-190

ベース：ブラック／シェード：シルバー

33
20

Bastardo
バスタード

¥123,000 税込 ¥132,840 電球付価格

80

Metall F. Cooper

テーブル、
フロアランプとして使用できます。
LED 18W 1500lm 3000K CRI90

メタル.F.クーパー

¥234,000 税込 ¥252,720 電球付価格

115 -170
max. 100

max.73

46

130 - 190

ハロゲン球 150W (B15d)
¥3,800 税込 ¥4,104
調光器付

33

Ringelpiez

17

リンゲルピーツ

17

¥218,000 税込 ¥235,440 電球付価格
リングカラー：ホワイト／ブラック
H150cm〜210cmまで伸縮可能
LED 36V-25W 3600lm 3000K CRI95
調光器付

Dew Drops Floor

デュー ドロップス フロアー

¥494,000 税込 ¥533,520 電球付価格

150 - 200

150 - 210

LED 48V-23W ╳2
2600lm 3000K CRI90
タッチ式調光付

26

Stand Up For Your Light

Ilios

スタンド アップ フォー ユア ライト

イリオス

¥192,000 税込 ¥207,360 税込 電球付価格

¥136,000 税込 ¥146,880 電球付価格

190

B:27 H:190
ダブルチューブハロゲン球 150W (E26)
¥7,800 税込 ¥8,424
調光器付
190

ブラック／シルバー
B:18 H:190
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

27

4

5

Table Lamps

Table Lamps
Bulb

24 Karat Blau T

バルブ

24 カラット ブルー T

¥208,000 税込 ¥224,640 電球付価格
43

W:33 H:43
白熱球 クリア 60W (E26)
¥170 税込 ¥183

シルバー球 100W (E26)
¥400 税込 ¥432

30

¥153,000 税込 ¥165,240 電球付価格

20

27

Alizz T. Cooper

Campari Bar

アリズ ティー クーパー

カンパリ バール

¥134,000 税込 ¥144,720 電球付価格

¥150,000 税込 ¥162,000 電球付価格
ハロゲン球 クリア 60W (G9)
¥800 税込 ¥864

49

30-60

H:30-60 W:36-70
ハロゲン球 クリア 40W (G9)
¥800 税込 ¥864

39
36-70

Dew Drops Table

Bastardo

デュー ドロップス テーブル

バスタード

¥240,000 税込 ¥259,200 電球付価格

¥123,000 税込 ¥132,840 電球付価格

64

LED 48V-23W 2600lm 3000K CRI90
タッチ式調光付

テーブル、
フロアランプとして使用できます。
LED 18W 1500lm 3000K CRI90

19

Don Quixote

ドン キホーテ

¥104,000 税込 ¥112,320 電球付価格
D:約35 H:max.45
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

17

Bibibibi

max 45

17

50

35

ビビビビ

¥153,000 税込 ¥165,240 電球付価格

Grasl T

H:55 Ø:30
白熱球 フロスト 60W (E26)
¥170 税込¥183

グラッスル T

55

¥77,000 税込 ¥83,160 電球付価格
H:約50 W:約40
S35 ミニランプ フロスト 40W (E14)
¥240 税込 ¥259

50

46

max. 100

115 -170

max.73

30
40

Birdie’s Busch

I Ricchi Poveri Bzzzz

バーディーズ ブッシュ

イリッチ ポヴェリ ブズズズズ

¥246,000 税込 ¥265,680 電球付価格

¥108,000 税込 ¥116,640 電球付価格

18
6

H:約60
グリーン／レッド／ブルー
ハロゲン球 24V-35W (E26)
マウラーオリジナル球
¥2,800 税込 ¥3,024
調光器付

60

95

ハロゲン球 24V-10W (E26)
マウラーオリジナル球×7
¥3,100 税込¥3,348
予備球1個付

14
7

Table Lamps

Table Lamps
Looksoflat

ルックソーフラット

¥112,000 税込 ¥120,960 電球付価格

¥290,000 税込 ¥313,200 電球付価格

H:53
ブラック／ホワイト／ブラス／レッド
ハロゲン球 24V-35W (E26)
マウラーオリジナル球
¥2,800 税込 ¥3,024
調光器付

H:44-70 Ø:23
ブラック／シルバー
LED 18.5V-6W×2 1040lm 3000K CRI90

53

イ リッチ ポヴェリトト

44 - 70

I Ricchi Poveri Toto

14
23
60-85

Jetzt 2

イェット 2

Lucellino LED

¥54,000 税込 ¥58,320 電球付価格

ルーチェリーノ LED
40

W:30 H:40
ブラック／シルバー／ブルー
LED 5V-6W 470lm 3000K CRI90
調光機能付

¥95,000 税込 ¥102,600 電球付価格
LED 19V-3W
120lm 2500-2900K CRI95 25000h
タッチ式調光付
30

30

Keep Balance

キープ バランス

¥177,000 税込 ¥191,160 電球付価格

35

B:21 W:約100 H:約62
LED 34.5V-9W 900lm 2700K CRI97
62

Max. Kugler LED

マックス.クグラー LED

ベース：ブラック／シェード：ブラック

¥201,000 税込 ¥217,080 電球付価格

ベース：シルバー／シェード：シルバー

¥223,000 税込 ¥240,840 電球付価格

100

LED 15W 1300lm 3000K CRI90
60 − 90

Lampampe

ランパンペ

¥123,000 税込 ¥132,840 電球付価格
76

W:76 H:75
白熱球 フロスト 60W (E26)
¥170 税込 ¥183

17

Mozzkito

75

モズキート

LED’s Oskar

¥103,000 税込 ¥111,240 電球付価格

¥110,000 税込 ¥118,800 電球付価格

33

D:約45 H:33
ブラック／シルバー
LED 10V-5W 420lm 3000K CRI80

max 80

H:100
ダイクロイックハロゲン球 広角 12V-50W (GU5.3)
¥2,400 税込 ¥2,592
調光器付

エルイーディーズ オスカー

24

80

OH LED ONE

19

オー レッド ワン

Light Structure Three

¥168,000 税込 ¥181,440 電球付価格

ライト ストラクチュア スリー

H:約55 W:約29 ケーブル:250
LED 10W 500lm 3000K 15000h CRI90

¥400,000 税込 ¥432,000 電球付価格

52

55

W:53 H:53
LED 40V-3.4W×6 750lm 3000K CRI90
調光器付

8

52

15
9

Table Lamps
One From the Heart

Table Lamps
Walking Bulb

ウォーキング バルブ

¥95,000 税込 ¥102,600 電球込価格

¥91,000 税込 ¥98,280 電球付価格

W:40 H:95
ダイクロイックハロゲン球 広角 12V-50W (GU5.3)
¥2,400 税込 ¥2,592
調光器付

W:25 H:64
LED 5V-4W 350lm 3000K CRI90
タッチ式ON/OFFスイッチ付
64

95

ワン フロム ザ ハート

40

25

Oskar

オスカー

What We Do Counts

¥100,000 税込 ¥108,000 電球付価格

ホヮット ウィー ドゥー カウンツ

D:約45 H:約33
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972

B:19 H.max.85
LED 18.5V-6W×2 1040lm 3000K CRI90
max 85

33

24

¥205,000 税込 ¥221,400 電球付価格

19

Ru Ku Ku

19

ル クク

Zak Zarak

ザック ザラック

¥264,000 税込 ¥285,120 電球付価格
max 85

ブラック／シルバー
LED 18.5V-6W×2 1040lm 3000K CRI90

simple type

60

¥149,000 税込 ¥160,920
シンプルタイプ／フィギュアタイプ
ハロゲン球 24V-60W (E26)
マウラーオリジナル球
¥3,100 税込¥3,348
360°
回転可

20.5
max 80

60

figure type

Zufall T

ツーファル T

¥285,000 税込 ¥307,800 電球付価格

95

35 - 70

B:50 H:35-70
LED 10V-5W 420lm 3000K CRI80

Seven Rats

セブン ラッツ

¥763,000 税込 ¥824,040 電球付価格

18

85

ダイクロイックハロゲン球 広角 12V-50W (GU5.3)
¥2,400 税込 ¥2,592
黒ラット×4・白ラット×3
調光器付

40

10

11

Wall Lamps
18 × 18

Wall Lamps
Delight

ディライト

¥32,000 税込 ¥34,560 電球付価格
白熱球 フロスト 30W (E26)
¥170 税込¥183
耐熱グラスファイバー布シェード (W:75 H:75)
ON/OFFスイッチ付 電源プラグ付

デュー ドロップス ウォール

38

75

LED 20W 1600lm 3000K CRI90

8.5

¥90,000 税込 ¥97,200 電球付価格

40 - 80

18 × 18

2 × 18 × 18
2 × 18 × 18

¥171,000 税込 ¥184,680 電球付価格
LED 20W×2 1600lm 3000K CRI90

Dew Drops Wall
¥212,000 税込 ¥228,960 電球付価格

50

LED 48V-23 W
2600lm 3000K CRI90
タッチ式調光付

Aka_Tsuki

アカツキ

¥146,000 税込 ¥157,680 電球付価格

28

ダイクロイックハロゲン球 挟角 12V-35W (GU4)
¥2,000 税込¥2,160
調光器付 電源プラグ付

28

Holonzki

ホロンツキ

H:56
ダイクロイックハロゲン球
挟角 12V-20W (GU4)
¥2,000 税込¥2,160
ON/OFFスイッチ付
電源プラグ付

25

56

¥218,000 税込 ¥235,440 電球付価格

Canned Light

カンド ライト

¥42,000 税込 ¥45,360 電球付価格

53
15

ハロゲン球 クリア 60W (G9)
¥800 税込¥864

Lampeduso

ランペドゥーソ

¥60,000 税込 ¥64,800 電球付価格
29

シャンデリア球 クリア 60W (E26)
¥360 税込 ¥388
18

Dead Bulb Alive

22

デッド バルブ アライブ

¥218,000 税込 ¥235,440 電球付価格

Light au Lait

ライト オーレ

¥51,000 税込 ¥55,080 電球付価格
ハロゲン球 クリア 60W (G9)
¥800 税込¥864
ON／OFFスイッチ付
32

56

H:56
ダイクロイックハロゲン球
挟角 12V-20W (GU4)
¥2,000 税込¥2,160
ON/OFFスイッチ付
電源プラグ付

53
12

15

13

Wall Lamps

Wall Lamps
Tooling

Lucellino Wall

ツーリング

＜トランス別売り・壁スイッチ施工＞
器具のみ ¥41,000 税込 ¥44,280 電球付価格
別置きトランス max.75W ¥15,000 税込¥16,200

¥117,000 税込 ¥126,360 電球付価格
ハロゲン球 150W (B15d)
¥3,100 税込¥3,348
19

8.5

ルーチェリーノ ウォール

＜トランス付＞

¥86,000 税込 ¥92,880 電球付価格
調光器・トランス・電源プラグ付

32
18

ハロゲン球 24V-35W (E26) マウラーオリジナル球
¥2,800 税込¥3,024
予備球1個付

Use Me W.

ユース ミー W

¥81,000 税込 ¥87,480 電球付価格

ルーチェリーノ NT

15

¥47,000 税込 ¥50,760 電球付価格

25

ハロゲンスポット 6°12V-50W (G53)
¥3,500 税込 ¥3,780
ON/OFFスイッチ付
電源プラグ付

Lucellino NT

ハロゲン球 24V-35W (E26) マウラーオリジナル球
¥2,800 税込¥3,024
ビルトイントランス付
予備球1個付

26

15

20

Wandering Finger Wall

ワンダリング フィンガー ウォール

¥69,000 税込 ¥74,520 電球付価格

Max. Wall LED

両口ハロゲン球(ショート) 150W (R7s)
¥2,200 税込¥2,376

マックス.ウォール LED

9

¥118,000 税込 ¥127,440 電球付価格
LED 15W 1300lm 3000K CRI90

43

25

33

zero.one

ゼロワン

16

¥121,000 税込 ¥130,680 電球付価格

Seven off the Wall

ハロゲン球 60W (B15d)
¥3,600 税込¥3,888

セブン オフ ザ ウォール

¥227,000 税込 ¥245,160 電球付価格

5

32

ハロゲン球 24V-10W (E26) マウラーオリジナル球×7
¥3,100 税込¥3,348
予備球１個付

120

5

27

Zuuk

ズーク

¥40,000 税込 ¥43,200 電球付価格
20

ハロゲン球 60W (B15d)
¥3,600 税込¥3,888

15

Spock

スポック

20

9.5

ハロゲン球 PAR30 中角 75W (E26)
¥2,640 税込¥2,851

20

¥56,000 税込 ¥60,480 電球付価格

天井付可
25
14

15

Pendant / Ceiling Lamps
1000 Karat Blau

Pendant / Ceiling Lamps
Birdie

1000 カラット ブルー

バーディー

1000 Karat Blau 20枚シェード

¥324,000 税込 ¥349,920 税込 電球付価格

1000 Karat Blau M 18枚シェード

¥472,000 税込 ¥509,760 電球付価格
シェード：W64×D60 H50

50

白熱球 クリア 60W (E26)
¥170 税込 ¥183

レッド／スケルトン
ハロゲン球 24V-10W (E26)
マウラーオリジナル球 ╳12
¥3,100 税込¥3,348／個
ビルトイントランス付
予備球2個付

100

¥527,000 税込 ¥569,160 電球付価格

64

24 Karat Blau
24 カラット ブルー

70

¥108,000 税込 ¥116,640 電球付価格
全長 約 450cm ¥112,000 税込 ¥120,960 電球付価格

全長 約 230cm

Birdie’s Nest

W:27 H:18
白熱球 クリア 60W (E26)
¥170 税込 ¥183

18

バーディーズ ネスト

24 Karat Blau M

21

24 カラット ブルー M
全長 約 230cm
全長 約 450cm

¥77,000 税込 ¥83,160 電球付価格
¥80,000 税込 ¥86,400 電球付価格

50

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

¥266,000 税込 ¥287,280 電球付価格
ハロゲン球 24V-10W (E26)
マウラーオリジナル球 ╳10
¥3,100 税込¥3,348／個
ビルトイントランス付
予備球2個付

27

min. 50, max. 95

18

W:27 H.18
白熱球 クリア 60W (E26)
¥170 税込 ¥183

Birdie’s Ring
バーディーズ リング

27

¥548,000 税込 ¥591,840 電球付価格

8.5

18 × 18

¥90,000 税込 ¥97,200 電球付価格
LED 20W 1600lm 3000K CRI90
38

W:120 H:max.180
LED 8W×3 2000lm 2700K CRI90
ハロゲン球 24V 10W (E26)
マウラーオリジナル球) ×12
¥3,100 税込¥3,348／個
ビルトイントランス付
予備球付

2 × 18 × 18

max 300

18 × 18

120

2 × 18 × 18

¥171,000 税込 ¥184,680 電球付価格

Birds Birds Birds
40 - 80

LED 20W×2 1600lm 3000K CRI90

Alizz C. Cooper

アリズ C.クーパー

バーズ バーズ バーズ

H:190（19kg）¥847,000 税込 ¥914,760 電球付価格
H:130-190
¥916,000 税込 ¥989,280 電球付価格
H:190-350 ¥1,096,00 税込 ¥1,183,680 電球付価格
レッド×ブルー／スケルトン
ハロゲン球 24V-10W (E26)
マウラーオリジナル球 ×24
¥3,100 税込¥3,348／個
ビルトイントランス付
予備球付

16

max 300

H:300
ハロゲン球 クリア 60W (G9)
¥800 税込 ¥864

130-350

¥128,000 税込 ¥138,240 電球付価格

120

17

Pendant / Ceiling Lamps
Brick

Pendant / Ceiling Lamps
Eddie’s Son

ブリック

エディーズ サン

Brick Base ¥191,000 税込 ¥206,280 電球付価格

¥251,000 税込 ¥271,080 電球付価格

本体：アルミニウム／ブルー／ブラック
サスペンション：イエロー／シルバー／レッド
ディフューザー：イエロー／シルバー／レッド

300

W:25 H:16 max.300
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972

Brick Plus ¥117,000 税込 ¥126,360 電球付価格
16

本体：アルミニウム／ブルー／ブラック
ディフューザー：イエロー／シルバー／レッド
25

W:47 H:4
LED 24V-17W 1500lm 2700K 50000h CRI92
タッチ式調光器付

Five Pack

ファイブパック

¥178,000 税込 ¥192,240 電球付価格

14 - 40

Ø:28 H:14-40 3.0kg
ハロゲン球 クリア 60W (G9) ×2
¥800 税込 ¥864／個

Campari Light

カンパリ ライト

28

全長 約 150cm

¥57,000 税込 ¥61,560 電球付価格
全長 約 400cm

32 - 132

¥61,000 税込 ¥65,880 電球付価格
ハロゲン球 PAR30 中角 75W (E26)
¥2,640 税込 ¥2,851

Flatterby

フラッターバイ

¥1,673,000 税込 ¥1,806,840 電球付価格

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

18

220

ハロゲン球 100W (E26) マウラーオリジナル球
¥21,000 税込 ¥22,680
限定品 200個

35

23

Canned Light

20

カンド ライト

¥43,000 税込 ¥46,440 電球付価格
ハロゲン球 クリア 60W (G9)
¥800 税込 ¥864

Floatation

max. 200

フローテーション

1: Ø 120 cm
全長 約 200cm
全長 約 450cm
2: Ø 100 cm
全長 約 200cm
全長 約 450cm
3: Ø 75 cm
全長 約 200cm
全長 約 450cm

8.5

Da + Dort

ダ ウント ドルト

¥158,000 税込 ¥170,640 電球付価格

¥278,000 税込 ¥300,240 電球付価格
¥297,000 税込 ¥320,760 電球付価格
¥239,000 税込 ¥258,120 電球付価格
¥254,000 税込 ¥274,320 電球付価格

白熱球 フロスト 60W (E26) ×2 ¥170 税込 ¥183／個
白熱球 フロスト 40W (E26) ×2 ¥170 税込 ¥183／個
白熱球 フロスト 100W (E26)
¥230 税込 ¥248

max 400
18

45

50

80-240

ダブルチューブハロゲン球 150W (E26)
¥7,800 税込 ¥8,424

¥322,000 税込 ¥347,760 電球付価格
¥338,000 税込 ¥365,040 電球付価格

min. 110

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

120 / 100 / 75
19

Pendant / Ceiling Lamps

Pendant / Ceiling Lamps
Knitterling

ニッタリング

Set1（1本）

全長 約 200cm

300

フライ キャンドル フライ！

¥9,500 税込 ¥10,260
Set2（1本 スペア1本）

¥17,000 税込 ¥18,360

Set3（1本 スペア2本）
32

115

¥16,000 税込 ¥17,280

H:115cm+延長ワイヤー300cm
キャンドルの寿命15〜20時間

¥43,000 税込 ¥46,440 電球付価格
¥47,000 税込 ¥50,760 電球付価格

カバー付
全長 約 200cm ¥75,000 税込 ¥81,000 電球付価格
全長 約 450cm ¥80,000 税込 ¥86,400 電球付価格
白熱球 フロスト 60W (E26)
¥170 税込 ¥183
引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

11

※こちらの商品はロウソクになります。電気製品ではありません。

全長 約 450cm

24

Fly Candle Fly!

60

ラクリメ デル ペスカトーレ

¥34,000 税込 ¥36,720 電球付価格

¥249,000 税込 ¥268,920 電球付価格

W:11 H:12
S35 ミニランプ フロスト 40W (E14)
¥240 税込 ¥259
12

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160
11

ハロゲンスポット 6°12V-100W (G53)
¥3,500 税込 ¥3,780
Use Me W.付
ON/OFFスイッチ付
電源プラグ付

max 200

Lacrime del Pescatore

Grasl P

グラッスル P

max 200

ランペドゥーソ

ホット アキーレ

¥60,000 税込 ¥64,800 電球付価格

300cm ¥121,000 税込 ¥130,680 電球付価格
全長 約 350cm ¥125,000 税込 ¥135,000 電球付価格
W:26 max.300
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付
電源プラグ付

シャンデリア球 クリア 60W (E26)
¥360 税込 ¥388

全長 約

22

Lampeduso

Hot Achille

Light Cone L

24

max 300

29

ライト コーン L

¥203,000 税込 ¥219,240 電球付価格
ハロゲンスポット 24°12V-100W (G53)
¥3,500 税込 ¥3,780
26

33
41x41

Johnny B. Butterfly

18

Light Cone S

ジョニー ビー バタフライ

ライト コーン Ｓ

¥442,000 税込 ¥477,360 電球付価格
全長 約 420cm ¥461,000 税込 ¥497,880 電球付価格

全長 約 170cm

この製品については
お問い合わせください。

25

170 - 420

W:10 H:25
ハロゲン球 100W (E26) マウラーオリジナル球
¥21,000 税込 ¥22,680

17
28x28

Light Cone Vertical

ライト コーン バーチカル

この製品については
お問い合わせください。

18

Johnny B. Good

17
28x28

ジョニー ビー グッド

Light Structure

¥95,000 税込 ¥102,600 電球付価格
W:10 H:21.5 max.420
ハロゲン球 100W (E26) マウラーオリジナル球
¥21,000 税込 ¥22,680

ライト ストラクチュア

LED 40V-3.4W×12 1500lm 3000K CRI90

21.5

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

53

420

¥632,000 税込 ¥682,560 電球付価格

10
20

53
21

Pendant / Ceiling Lamps
Light Structure Three

Pendant / Ceiling Lamps
Luxury Pure LED

ラグジュアリー ピュア LED

¥586,000 税込 ¥632,880 電球付価格

W:53 H:53
LED 40V-3.4W×6 750lm 3000K CRI90
調光器付

ゴールド
W:270 D:270 H:50
LED 37V-39W 3000lm 2700K CRI92
52

¥400,000 税込 ¥432,000 電球付価格

270

ライト ストラクチュア スリー

90
130
180

52

50

Lil Luxury LED

リル ラグジュアリー LED

¥456,000 税込 ¥492,480 電球付価格

Man O Man

200

ホワイト／シルバー／ゴールド
ペーパーに塗装仕上
W:120 D:120
LED 37V-39W 3000lm 2700K CRI92

マン オー マン

¥568,000 税込 ¥613,440 電球付価格
65
89
119

45

ハロゲン球 クリア 60W (G9) ×14
¥800 税込 ¥864 ／個

35

300

109

Maru

マル

Loop

全長 約 300cm

¥201,000 税込 ¥217,080 電球付価格
¥208,000 税込 ¥224,640 電球付価格

ループ

全長 約 450cm

¥86,000 税込 ¥92,880 電球付価格

W:100 H:26
白熱球 フロスト 100W (E26)
¥230 税込 ¥248

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

25

max. 170

LED 5V 4W 350lm 3000K CRI90
タッチセンサースイッチ付

100

Max. Pendler

マックス. ペンドラー
14

¥71,000 税込 ¥76,680 電球付価格

ルチェット

125cm

全長 約

340cm

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

¥69,000 税込 ¥74,520 電球付価格
125 - 340

¥76,000 税込 ¥82,080 電球付価格
W:28 H:21 W:28
ハロゲン球 PAR30 中角 75W (E26)
¥2,640 税込 ¥2,851

16

Metall C. Cooper

メタル C. クーパー

¥145,000 税込 ¥156,600 電球付価格

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160
21

H:300
ハロゲン球 クリア 60W (G9)
¥800 税込 ¥864

28

max 320

全長 約

60 - 170

ホワイト／アルミ
W:16 H:60〜170
LED 15W 1300lm 3000K CRI90

Lucetto

Luminophor

ルミノフォー

¥127,000 税込 ¥137,160 電球付価格

Off Off

Ø:21 H:17
LED 40V-14W 1300lm
ダウンライト 3000K CRI90
アッパーライト 4500K CRI90

全長 約 170cm
全長 約 420cm

¥102,000 税込 ¥110,160 電球付価格
¥109,000 税込 ¥117,720 電球付価格

100 - 165

200

オフ オフ

17

W:14 H:300
ミラー付ハロゲン球 45W (GU10)
¥5,000 税込 ¥5,400

21
22

14

23

Pendant / Ceiling Lamps
Oh Mei Ma LED

Pendant / Ceiling Lamps
Savoie

サボイエ

全長 約 180cm

¥2,000,000 税込 ¥2,160,000 電球付価格

全長 約 400cm

ホワイト

140 - 300

¥652,000 税込 ¥704,160 電球付価格

W:約30 H:180
ハロゲン球 半フロスト球 60W (E26)
マウラーオリジナル球
¥9,200 税込 ¥9,936

20

W:130 H:min.140
LED 37V-39W 3000lm 2700K CRI92
LED 3V-1W ブルー

¥71,000 税込 ¥76,680 電球付価格
¥73,000 税込 ¥78,840 電球付価格

max 180 / 400

オウメイマ LED

ゴールド

30

130

Schlitz

シュリッツ

Oh Mei Ma Kabir LED

¥562,000 税込 ¥606,960 電球付価格

オウメイマ カビル LED

¥3,598,000 税込 ¥3,885,840 電球付価格
300cm ホワイト

170 - 350

¥1,436,000 税込 ¥1,550,880 電球付価格
W:170 H:min.170
LED 37V-39W×2 3000lm 2700K CRI92
LED 3V-1W ブルー

300

W:150 D:50 H:300 12kg
両口ハロゲン球（ショート）100W (R7s)
上部×2 下部×3
¥2,200 税込 ¥2,376／個

300cm ゴールド

150

Schlitz Up

シュリッツ アップ

この製品については
お問い合わせください。
93

22
170

Pierre ou Paul

ピエール ウ ポウル

Version 1 Ø:120 H:68 32kg
120cm ゴールド

47

¥4,115,000 税込 ¥4,444,200 電球付価格

Silly-Kon

120cm プラチナ

シリコン

全長 約 200cm

120cm ピンク／オレンジ／レッド／グリーン
400

¥3,010,000 税込 ¥3,250,800 電球付価格

全長 約 400cm

¥70,000 税込 ¥75,600 電球付価格
¥75,000 税込 ¥81,000 電球付価格

Version 2 Ø:100 H:60 22kg

白熱球 クリア 60W (E26)
¥170 税込 ¥183

¥3,539,000 税込 ¥3,822,120 電球付価格

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

68

100cm ゴールド

max. 200 / 400

¥4,338,000 税込 ¥4,685,040 電球付価格

100cmプラチナ

¥3,688,000 税込 ¥3,983,040 電球付価格
100cmピンク／オレンジ／レッド／グリーン

100 / 120

¥2,567,000 税込 ¥2,772,360 電球付価格

Sista

ハロゲン球 250W (E26)
¥18,000 税込 ¥19,440

シスタ

16

¥50,000 税込 ¥54,000 電球付価格
B:Ø13 H:16
ハロゲン球 PAR30 中角 75W (E26)
¥2,640 税込 ¥2,851

Pierre ou Paul S

ピエール ウ ポウル S

13

ゴールド

¥3,176,000 税込 ¥3,430,080

プラチナ

400

¥3,418,000 税込 ¥3,691,440
ピンク／オレンジ／レッド／グリーン

ハロゲン球 PAR30 中角 75W (E26)
¥2,640 税込 ¥2,851

42

¥56,000 税込 ¥60,480 電球付価格

Ø:80 H:42

9.5

25

¥2,378,000 税込 ¥2,568,240
ハロゲン球 250W (E26)
¥18,000 税込 ¥19,440
24

Spock

スポック

80
20

25

Pendant / Ceiling Lamps
Tooling

Pendant / Ceiling Lamps
Wo Bist Du, Edison,…?

エジソン

¥117,000 税込 ¥126,360 電球付価格

¥1,062,000 税込 ¥1,146,960 電球付価格

ハロゲン球 150W (B15d)
¥3.800 税込 ¥4,104

Ø:46 H:25 max.300
ダイクロイックハロゲン球 広角 12V-50W (GU5.3)
¥2,400 税込 ¥2,592
52

24

ツーリング

25

25

Tu-Be 1

46

チューブ ワン

XXL Dome

¥355,000 税込 ¥383,400 電球付価格

エックス エックス エル ドーム

W:50 D:57 H:80
LED 1.2W×4 (ブルー・ホワイト)
ハロゲン球 クリア 40W (G9) ×2
¥800 税込 ¥864／個
チューブ×36本

400

Ø:180 H:104
ピンク／オレンジ／レッド／グリーン
ハロゲン球 250W (E26)
¥18,000 税込 ¥19,440

104

80

¥3,059,000 税込 ¥3,303,720 電球付価格

180

50

Zettel’z A5

ツェッツル A5

Tu-Be Luster

全長 約 350cm

チューブ リュスター

全長 約 600cm

¥673,000 税込 ¥726,840 電球付価格
100

W:140 H:100
LED 1.2W×4 (ブルー・ホワイト)
ハロゲン球 クリア 40W (G9) ×4
¥800 税込 ¥864／個
チューブ×96本

¥170,000 税込 ¥183,600 電球付価格
¥180,000 税込 ¥194,400 電球付価格

上部：ダブルチューブハロゲン球 250W（E26）
¥7,300 税込 ¥7,884
下部：ハロゲン球 PAR30 中角 75W (E26)
¥2,640 税込 ¥2,851

120

140

Use Me C.

ユース ミー C.

W:11 H:15
ハロゲンスポット 24°12V-50W (G53)
¥3,500 (税込¥3,780)

Zettel’z A6

11

ツェッツル A6

全長 約 200cm

Willydilly

全長 約 400cm

ウイリーディリー
全長 約 450cm

120

15

¥64,000 税込 ¥69,120 電球付価格

¥160,000 税込 ¥172,800 電球付価格
¥170,000 税込 ¥183,600 電球付価格

ダブルチューブハロゲン球 250W（E26）
¥7,300 税込 ¥7,884

¥30,000 税込 ¥32,400 電球付価格

50

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

80

白熱球 フロスト 60W (E26)
¥170 税込 ¥183

35

80

Willydilly Bon

ウイリーディリー ボン

Zuuk

全長 約 450cm ¥34,000 税込 ¥36,720 電球付価格
オレンジ／ピンク
白熱球 フロスト 60W (E26)
¥170 税込 ¥183

ズーク

¥40,000 税込 ¥43,200 電球付価格
50

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

20

ハロゲン球 60W (B15d)
¥3,600 税込 ¥3,888
20

26

35

27

The MaMo Nouchies

The MaMo Nouchies
Watapunga

ワタプンガ

¥168,000 税込 ¥181,440 電球付価格

¥143,000 税込 ¥154,440 電球付価格

H:89
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

H:100
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

89

ガク

Jimken

Wo-Tum-Bu 1

ジムケン

ウートンブゥ 1

¥209,000 税込 ¥225,720 電球付価格

引掛けシーリング ¥2,000 税込 ¥2,160

H:190
ダブルチューブハロゲン球 150W (E26)
¥7,800 税込 ¥8,424
調光器付

190

¥250,000 税込 ¥270,000 電球付価格
70

H:85
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972

100

Gaku

Kokoro

ココロ

Wo-Tum-Bu 2

ウートンブゥ 2

¥201,000 税込 ¥217,080 電球付価格
H:120
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

120

H:75
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

75

¥238,000 税込 ¥257,040 電球付価格

Mahbruky

マーブルッキー

W:50 H:109
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35) ×5
¥900 税込 ¥972／個
調光器付

109

¥671,000 税込 ¥724,680 電球付価格

Wo-Tum-Bu 3

ウートンブゥ 3

H:85
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

85

¥169,000 税込 ¥182,520 電球付価格

Poul Poul

ポール ポール

Ysmen

イズメン

¥218,000 税込 ¥235,440 電球付価格
H:70
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

Samurai

70

H:75
ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

75

¥190,000 税込 ¥205,200 電球付価格

サムライ

ハロゲン球 12V-50W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972
調光器付

28

80

¥236,000 税込 ¥254,880 電球付価格

29

Systems
YaYa Ho

Part A

トランス 12V-200W

¥74,000 税込 ¥79,920
吊り金具・接続ワイヤー付

Systems
YaYa Ho

Element 6

¥33,000 税込 ¥35,640 電球込価格
ダイクロイックハロゲン球 12V-20W/35W/50W (GU5.3)

¥2,400 税込 ¥2,592

ナチュラルシェード付

Part B

Element 14

特製ワイヤー2本セット
(取付具・固定金具付)
6m ¥36,000 税込 ¥38,880
8m ¥43,000 税込 ¥46,440
10m ¥49,000 税込 ¥52,920

¥60,000 税込 ¥64,800 電球込価格
ハロゲン球 12V-35W (GY6.35)
¥900 税込 ¥972

Part D
Part B (6m)×2セット+絶縁部

¥70,000 税込 ¥75,600

Element 16
¥43,000 税込 ¥46,440 電球込価格

Element 1
¥39,000 税込 ¥42,120 電球込価格
ハロゲン球 12V 20W (G4)
¥900 税込 ¥972

Element 2

ダイクロイックハロゲン球 12V-20W/35W/50W (GU5.3)

¥2,400 税込 ¥2,592

Element 77
¥46,000 税込 ¥49,680 電球込価格
リアコートハロゲン球 広角 12V-50W (GU5.3)
¥6,000 (税込¥6,480)

¥38,000 税込 ¥41,040 電球込価格
ダイクロイックハロゲン球 広角
12V-20W/35W/50W (GU5.3)
¥2,400 税込 ¥2,592

Element Part
Element E 天井固定棒 (25.5cm) 1本

¥7,000 税込 ¥7,560

Element 2 / mirror
¥47,000 税込 ¥50,760 電球込価格
ダイクロイックハロゲン球 広角
12V-20W/35W/50W (GU5.3)
¥2,400 税込 ¥2,592

Element 2,3,6 用 シェード
¥4,000 税込 ¥4,320
ナチュラル
マットブラック ¥6,100 税込 ¥6,588
絶縁部 2本セット
（天井金具、
ワイヤー取付金具）

¥25,000 税込 ¥27,000

Eement 3
¥29,000 税込 ¥31,320 電球込価格
ダイクロイックハロゲン球 広角
12V-20W/35W/50W (GU5.3)

¥2,400 税込 ¥2,592

ナチュラルシェード付

Element 4
¥43,000 税込 ¥46,440 電球込価格
ハロゲン球 12V-35W/50W (GY6.35)

¥900 税込 ¥972

YaYaHo 接続ワイヤー 標準 1m×2本セット
（専用トランス以外とPart Bワイヤー接続用）

¥10,000 税込 ¥10,800

接続ワイヤー1m延長につき

¥2,000 税込 ¥2,160

吊りワイヤー 1セット
（2本）

¥6,000 税込 ¥6,480
別置きトランス

¥45,000 税込 ¥48,600

Element 5
¥46,000 税込 ¥49,680 電球込価格
ハロゲン球 12V-35W/50W (GY6.35)

¥900 税込 ¥972
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Systems
Part A
¥74,000 税込 ¥79,920
トランス 12V-200W
吊り金具・接続ワイヤー付

Part B
特製ワイヤー3本セット
6m ¥49,000 税込 ¥52,920
8m ¥60,000 税込 ¥64,800
10m ¥73,000 税込 ¥78,840
取付具・固定金具・渡りワイヤー36cm付
スケール付

Element
¥25,000 税込 ¥27,000 電球込価格
ダイクロイックハロゲン球 広角
12V-20W/35W/50W (GU5.3)
¥2,400 税込 ¥2,592
ナチュラルシェード付

Element Part
Part E 天井固定棒 6本セット

¥32,000 税込 ¥34,560

18cm×4本、36.5cm×2本
Element 用シェード
ナチュラル ¥4,000 税込 ¥4,320
マットブラック ¥6,100 税込 ¥6,588
BaKaRu 接続ワイヤー 標準 1m×2本セット
（専用トランス以外とPart Bワイヤー接続用）

¥10,000 税込 ¥10,800

接続ワイヤー1m延長につき

¥2,000 税込 ¥2,160
絶縁部 3本セット

¥38,000 税込 ¥41,040
別置きトランス

¥45,000 税込 ¥48,600
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Replacement Parts
Birdie, Birdieʼs Nest, Birds Birds Birds, Seven off the Wall
ハロゲン球 24V-10W (E26) マウラーオリジナル球

¥3,100 税込 ¥3,348

Birdie, Birdieʼs Nest, Birds Birds Birds, Seven off the Wall
羽 パーツ

¥6,400 税込 ¥6,912
Ilios
ガラスシェード

¥9,200 税込 ¥9,936
JohnnyB.Good, JohnnyB.Butterfly
ハロゲン球 100W(E26) マウラーオリジナル球

¥21,000 税込 ¥22,680
Lucellino

ハロゲン球 24V-35W (E26) マウラーオリジナル球

¥2,800 税込 ¥3,024

※Lucellino LED には使用できません

Savoie
ハロゲン球 半フロスト球 60W(E26) マウラーオリジナル球

¥9,200 税込 ¥9,936
Willydilly
シェード

¥16,800 税込 ¥18,144
YaYaHo Element 1

シェード

¥21,600 税込 ¥23,328
YaYaHo Element 4
磁器シェード

¥6,400 税込 ¥6,912
YaYaHo Element 5
磁器シェード（Top用）

¥6,400 税込 ¥6,912
YaYaHo Element 5

磁器シェード（Bottom用）

¥5,500 税込 ¥5,940
YaYaHo Part F

シェード
ナチュラル ¥4,000 税込 ¥4,320
ブラック ¥6,100 税込 ¥6,588

Zettel'z A5
ペーパーセット 31枚プリント／49枚無地

¥17,200 税込 ¥18,576

ペーパーセット 80枚無地

¥13,500 税込 ¥14,580
Zettel'z A6

ペーパーセット40枚プリント／40枚無地

¥13,500 税込 ¥14,580

ペーパーセット80枚無地

¥9,600 税込 ¥10,368
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