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日吉屋コンテンポラリープロダクツ価格表2017年版　（2017.12改訂)

■ペンダント 色 税抜価格 ■自立式スタンド 色 税抜価格

STペンダント（2灯式） φ388×H280 白 ST-P-3928 Wh 23,000 HG自立式スタンド φ220×H300 ナチュラル（白） KEL-2230 w 28,000

　ランプシェード＋照明器具本体（E26・100W×2） 赤 ST-P-3928 Rd 　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 黒 KEL-2230 b

　ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付/引掛けシーリング 紫 ST-P-3928 Pu 　中間ｽｲｯﾁ付 赤 KEL-2230 r

黒 ST-P-3928 Bk 紫 KEL-2230 p

HGマカロンペンダント φ220×H140 ナチュラル（白） KPL-2214 w 28,000 朱鷺色（ときいろ） KEL-2230 toki

　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 黒 KPL-2214 b 白茶色（しらちゃいろ） KEL-2230 shiracha

　引掛けシーリング 赤 KPL-2214 r 空色（そらいろ） KEL-2230 sora

紫 KPL-2214 p 藤色（ふじいろ） KEL-2230 fuji

朱鷺色（ときいろ） KPL-2214 toki 蜜柑色（みかんいろ） KEL-2230 mikan

白茶色（しらちゃいろ） KPL-2214 shiracha 山吹色（やまぶきいろ） KEL-2230 yamabuki

空色（そらいろ） KPL-2214 sora 松葉色（まつばいろ） KEL-2230 matsuba

藤色（ふじいろ） KPL-2214 fuji 萌木色（もえぎいろ） KEL-2230 moegi

蜜柑色（みかんいろ） KPL-2214 mikan HG自立式スタンド φ310×H460 ナチュラル（白） KEL-3146 w 39,000

山吹色（やまぶきいろ） KPL-2214 yamabuki 　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 黒 KEL-3146 b

松葉色（まつばいろ） KPL-2214 matsuba 　中間ｽｲｯﾁ付 赤 KEL-3146 r

萌木色（もえぎいろ） KPL-2214 moegi 紫 KEL-3146 p

HGペンダント φ220×H300 ナチュラル（白） KPL-2230 w 30,000 朱鷺色（ときいろ） KEL-3146 toki

　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 黒 KPL-2230 b 白茶色（しらちゃいろ） KEL-3146 shiracha

　引掛けシーリング 赤 KPL-2230 r 空色（そらいろ） KEL-3146 sora

紫 KPL-2230 p 藤色（ふじいろ） KEL-3146 fuji

朱鷺色（ときいろ） KPL-2230 toki 蜜柑色（みかんいろ） KEL-3146 mikan

白茶色（しらちゃいろ） KPL-2230 shiracha 山吹色（やまぶきいろ） KEL-3146 yamabuki

空色（そらいろ） KPL-2230 sora 松葉色（まつばいろ） KEL-3146 matsuba

藤色（ふじいろ） KPL-2230 fuji 萌木色（もえぎいろ） KEL-3146 moegi

蜜柑色（みかんいろ） KPL-2230 mikan HGフロアスタンド φ220×H900 ナチュラル（白） HG-F-900 w 53,000

山吹色（やまぶきいろ） KPL-2230 yamabuki 　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 黒 HG-F-900 b

松葉色（まつばいろ） KPL-2230 matsuba 　中間ｽｲｯﾁ付 赤 HG-F-900 r

萌木色（もえぎいろ） KPL-2230 moegi 紫 HG-F-900 p

HGペンダント φ388×H205 ナチュラル（白） KPL-3928 w 39,000 朱鷺色（ときいろ） HG-F-900 toki

　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 黒 KPL-3928 b 白茶色（しらちゃいろ） HG-F-900 shiracha

　引掛けシーリング 赤 KPL-3928 r 空色（そらいろ） HG-F-900 sora

紫 KPL-3928 p 藤色（ふじいろ） HG-F-900 fuji

朱鷺色（ときいろ） KPL-3928 toki 蜜柑色（みかんいろ） HG-F-900 mikan

白茶色（しらちゃいろ） KPL-3928 shiracha 山吹色（やまぶきいろ） HG-F-900 yamabuki

空色（そらいろ） KPL-3928 sora 松葉色（まつばいろ） HG-F-900 matsuba

藤色（ふじいろ） KPL-3928 fuji 萌木色（もえぎいろ） HG-F-900 moegi

蜜柑色（みかんいろ） KPL-3928 mikan HGフロアスタンド φ388×H1500 ナチュラル（白） HG-F-1500 w 58,000

山吹色（やまぶきいろ） KPL-3928 yamabuki 　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 黒 HG-F-1500 b

松葉色（まつばいろ） KPL-3928 matsuba 　中間ｽｲｯﾁ付 赤 HG-F-1500 r

萌木色（もえぎいろ） KPL-3928 moegi 紫 HG-F-1500 p

HGペンダント φ530×H280 ナチュラル（白） KPL-5328 w 48,000 朱鷺色（ときいろ） HG-F-1500 toki

　ランプシェード＋照明器具本体（E26・100W×1） 黒 KPL-5328 b 白茶色（しらちゃいろ） HG-F-1500 shiracha

　引掛けシーリング 赤 KPL-5328 r 空色（そらいろ） HG-F-1500 sora

紫 KPL-5328 p 藤色（ふじいろ） HG-F-1500 fuji

朱鷺色（ときいろ） KPL-5328 toki 蜜柑色（みかんいろ） HG-F-1500 mikan

白茶色（しらちゃいろ） KPL-5328 shiracha 山吹色（やまぶきいろ） HG-F-1500 yamabuki

空色（そらいろ） KPL-5328 sora 松葉色（まつばいろ） HG-F-1500 matsuba

藤色（ふじいろ） KPL-5328 fuji 萌木色（もえぎいろ） HG-F-1500 moegi

蜜柑色（みかんいろ） KPL-5328 mikan

山吹色（やまぶきいろ） KPL-5328 yamabuki HGブラケット φ220×H140 ナチュラル（白） HG-bkt-2214 w 36,000

松葉色（まつばいろ） KPL-5328 matsuba 　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 黒 HG-bkt-2214 b

萌木色（もえぎいろ） KPL-5328 moegi 赤 HG-bkt-2214 r

HGペンダント φ708×H355 ナチュラル（白） KPL-7136 w 58,000 ＊要専用取付工事 紫 HG-bkt-2214 p

　ランプシェード＋照明器具本体（E26・100W×1） 黒 KPL-7136 b 朱鷺色（ときいろ） HG-bkt-2214 toki

　引掛けシーリング 赤 KPL-7136 r 白茶色（しらちゃいろ） HG-bkt-2214 shiracha

紫 KPL-7136 p 空色（そらいろ） HG-bkt-2214 sora

朱鷺色（ときいろ） KPL-7136 toki 藤色（ふじいろ） HG-bkt-2214 fuji

白茶色（しらちゃいろ） KPL-7136 shiracha 蜜柑色（みかんいろ） HG-bkt-2214 mikan

空色（そらいろ） KPL-7136 sora 山吹色（やまぶきいろ） HG-bkt-2214 yamabuki

藤色（ふじいろ） KPL-7136 fuji 松葉色（まつばいろ） HG-bkt-2214 matsuba

蜜柑色（みかんいろ） KPL-7136 mikan 萌木色（もえぎいろ） HG-bkt-2214 moegi

山吹色（やまぶきいろ） KPL-7136 yamabuki

松葉色（まつばいろ） KPL-7136 matsuba ■DCシリーズ(コラボレーションライン) 色 税抜価格

萌木色（もえぎいろ） KPL-7136 moegi DCペンダント φ388×H205 鯛 50,000

　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 軍鶏

MOTO 値段表　 　ポリエステルちりめん生地 梅（赤）

■ペンダント 色 税抜価格 　引掛けシーリング 梅（青）

ペンダント φ420×H345 赤 50,000 DCヨルグ「Butterfuly」ペンダント φ708×H500 黒/白 600,000

　ランプシェード＋照明器具本体 黒 　ランプシェード＋照明器具本体（E26・100W×1）

（E26・  電球型蛍光球60相当W×1）/引掛けシーリング 白

Bloom 値段表　 DC自立式スタンド φ310×H460 鯛 50,000

■ペンダント 色 税抜価格 　ランプシェード＋照明器具本体（E17・40W×1） 軍鶏

Bloom 　折り畳み式キッチンバスケット ホワイト、オレンジ、グリーン 5,400 　中間ｽｲｯﾁ付 梅（赤）

展開時：直径352mm、高さ312mm 木目調ダークブラウン 5,900 　ポリエステルちりめん生地 梅（青）

収納時：直径90mm、高さ344mm 木目調ナチュラル 5,900

問合せ先：㈱日吉屋　〒602-0072　京都市上京区百々町５４６　

※金額は税別参考上代です。別途送料がかかります。 ※サイズ表記はﾗﾝﾌﾟｼｪｰﾄﾞのφ直径×H高さ（mm）  Tel：075-441-6644　　Fax：075-441-6645　　info@wagasa.com　　http://ww.wagasa.com

   KEL-DC-3146 Sea

   KEL-DC-3146 Chi

   KEL-DC-3146 CheR

   KEL-DC-3146 CheB
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   KPL-DC-3920 Sea

   KPL-DC-3920 Chi

   KPL-DC-3920 CheR

   KPL-DC-3920 CheB

JK-Bk/Wh

Item No.

Bloom-wh,or,gr

Bloom-wood-db

Bloom-wood-nt

Item No.

Item No.

MPL-4235r

MPL-4235b

MPL-4235w


