
SZP001-3W WO
577-094-4001
￥135,000
・ランプ別売（E-26）×3
・幅 900　奥行 150　高 250　全長 900 ～ 1300　重 4.2kg
・鋼 /白色メラミン塗装仕上
・木 /ホワイトオーク材（オイル仕上）
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LEDボール球 SWB-G253L（536-097-0025）　

SZP002-3W WO
577-094-4003
￥114,000
・ランプ別売（E-26）×3
・幅φ480　高 250
　全長 1165　重 3.2kg
・鋼 /白色メラミン塗装仕上
・木 /ホワイトオーク材（オイル仕上）
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LEDボール球 SWB-G253L（536-097-0025）

SZP003-1W WO
577-094-4005
￥79,800
・ランプ別売（E-26）×1
・幅φ380　高 250
　全長 1255　重 1.5kg
・鋼 /白色メラミン塗装仕上
・木 /ホワイトオーク材（オイル仕上）
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LEDボール球 SWB-G253L（536-097-0025）

SZP001-3B WN
577-094-4000
￥135,000
・ランプ別売（E-26）×3
・幅 900　奥行 150　高 250　全長 900 ～ 1300　重 4.2kg
・鋼 /黒色メラミン塗装仕上
・木 /ウォールナット材（オイル仕上）
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
   LEDボール球 SWB-G253L（536-097-0025）

簡易取付型
約4.5～6畳用

簡易取付型
約4.5～6畳用

SZP002-3B WN
577-094-4002
￥114,000
・ランプ別売（E-26）×3
・幅φ480　高 250
　全長 1165　重 3.2kg
・鋼 /黒色メラミン塗装仕上
・木 /ウォールナット材（オイル仕上）
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
   LEDボール球 SWB-G253L（536-097-0025）

SZP003-1B WN
577-094-4004
￥79,800
・ランプ別売（E-26）×1
・幅φ380　高 250
　全長 1255　重 1.5kg
・鋼 /黒色メラミン塗装仕上
・木 /ウォールナット材（オイル仕上）
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LEDボール球 SWB-G253L（536-097-0025）

ランプ別売 ランプ別売 ランプ別売

ランプ別売 ランプ別売 ランプ別売

引掛シーリング取付
約4.5～6畳用

引掛シーリング取付
約4.5～6畳用

引掛シーリング取付

引掛シーリング取付

天然木の素材感と美しい陰影
ウォールナットやホワイトオークの無垢材を贅沢に使用し、
天然木の素材感を味わえるシリーズ。
ナチュラルテイストからモダンまで幅広いインテリアと調和し、
セードのスリットから漏れる光の美しい陰影が空間に豊かな表情を与えます。
日本の熟練した職人によって金属部の形成や溶接、
木部の削り出し、研磨、塗装に至るまで 1点ずつ丁寧に製造されています。

レグノシリーズ
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ランプ別売

SZC002-6N　WO
577-094-4009
￥146,000
・ランプ別売（E-26）×6
・幅φ580　高 185　重 4.5kg
・鋼 /ホワイトブロンズメッキ仕上
・木 /ホワイトオーク材（オイル仕上）
・乳白消しガラス
・白熱灯使用不可
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LED電球 LDA8L-G/60W/2(532-097-0082)

ランプ別売

簡易取付型
約8～10畳用

ランプ別売

SZC002-6K WN
577-094-4008
￥146,000
・ランプ別売（E-26）×6
・幅φ580　高 185　重 4.5kg
・鋼 /真鍮古味色メッキ仕上
・木 /ウォールナット材（オイル仕上）
・乳白消しガラス
・白熱灯使用不可
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LED電球 LDA8L-G/60W/2(532-097-0082)

簡易取付型
約8～10畳用

ランプ別売

SZC003-4K WN
577-094-4010
￥102,000
・ランプ別売（E-26）×4
・幅φ450　高 185　重 3.2kg
・鋼 /真鍮古味色メッキ仕上
・木 /ウォールナット材（オイル仕上）
・乳白消しガラス
・白熱灯使用不可
※発注対応　納期約 3週間
・別売ランプ
　LED電球 LDA8L-G/60W/2(532-097-0082)

簡易取付型
約4.5～6畳用

簡易取付型
約4.5～6畳用

SZC003-4N WO
577-094-4011
￥102,000
・ランプ別売（E-26）×4
・幅φ450　高 185　重 3.2kg
・鋼 /ホワイトブロンズメッキ仕上
・木 /ホワイトオーク材（オイル仕上）
・乳白消しガラス
・白熱灯使用不可
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LED電球 LDA8L-G/60W/2(532-097-0082)

ダクト取付専用

SZP004-1N WO
577-094-4013
￥26,200

・ランプ別売（E-26）×1
・幅φ95　高 170
   全長 1040　重 0.8kg
・鋼 /白色メラミン塗装仕上
・木/ホワイトオーク材（オイル仕上）
・乳白消しガラス
・白熱灯使用不可
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LED電球 LDA8L-G/
    60W/2(532-097-0082)

ランプ別売ランプ別売

ダクト取付専用

SZP004-1K WN
577-094-4012
￥26,200

・ランプ別売（E-26）×1
・幅φ95　高 170　
   全長 1040　重 0.8kg
・鋼 /黒色メラミン塗装仕上
・木/ウォールナット材（オイル仕上）
・乳白消しガラス
・白熱灯使用不可
※発注対応 納期約 3週間
・別売ランプ
　LED電球 LDA8L-G/
　60W/2(532-097-0082)

ランプ別売

天然木の温もり感じる
ベーシックデザイン
オーソドックスなデザインながら、素材にこだ
わったボスコシリーズ。オイル仕上げの無垢
材と存在感のある金属パーツを組み合わせ、
どの角度から見ても美しいシャンデリアです。

ボスコシリーズ

曲線美が際立つ
モダンシャンデリア
空中に浮遊しているようなデザインが特徴の
フォレスタシリーズ。熟練した職人によって形成
された美しい金属アームとクリアガラスのきら
めきが上質で心地よい空間を演出します。

フォレスタシリーズ

SZC001-6K AB
577-094-4007
￥154,000
・G9 ハロピンクリア25W×6
・幅φ610　高 333　重 3.9kg
・鋼 /真鍮古味色メッキ仕上
・クリアガラス
・LEDハロピン使用可能
※発注対応 納期約 3週間

簡易取付型
約6畳用

SZC001-6B BK
577-094-4006
￥131,000
・G9 ハロピンクリア25W×6
・幅φ610　高 333　重 3.9kg
・鋼 /黒色メラミン塗装仕上
・クリアガラス
・LEDハロピン使用可能
※発注対応 納期約 3週間

簡易取付型
約6畳用

N E W  I D C  L I G H T I N G

■表示価格は税込です
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2015年に立ち上げられたミラノを拠点にするライティングブランド。
すべて熟練した職人によるメイド・イン・イタリーで、革新的かつ
オリジナリティのあるプロダクトで注目を集めています。
「Nabila（ナビラ）」シリーズはアルマーニ・カーサのデザイナーとして知られる
Corrado Dotti（コラード・ドッティ）が、1950年代に流行したガラス製シェードと
ブラスゴールドメタルの照明にインスピレーションを受けデザインした
エレガントなライティングシリーズです。

TOY-NABILA/1P
503-094-1706
￥69,900
・ランプ別売（G-9 ハロピン）×1
・幅φ160　高 170　全長 700～1500　重 1.0kg
・鋼 /マットブラック
・真鍮 /真鍮磨き仕上
・ダブル球状耐熱ガラス
・イタリア製
・白熱灯使用不可
・別売ランプ / LEDハロピンG9クリア2.1W（503-097-1703）

TOY-NABILA/1T
503-096-1710
￥57,000
・ランプ別売（G-9 ハロピン）×1
・幅φ160　高 170
・鋼 /マットブラック
・真鍮 /真鍮磨き仕上
・ダブル球状耐熱ガラス
・イタリア製
・中間スイッチ付
・白熱灯使用不可
・別売ランプ / LEDハロピンG9クリア2.1W（503-097-1703）

引掛シーリング取付
TOY-NABILA/6F
503-096-1711
￥308,000
・ランプ別売（G-9 ハロピン）×6
・幅φ340　高 1400
・鋼 /マットブラック
・真鍮 /真鍮磨き仕上
・ダブル球状耐熱ガラス
・イタリア製
・中間フットスイッチ付
・白熱灯使用不可
・別売ランプ / LEDハロピンG9クリア2.1W（503-097-1703）

TOY-NABILA/12CH
503-094-1709
￥560,000
・ランプ別売（G-9 ハロピン）×12
・幅φ1025　高 430　重 6.0kg
   全長 625/925/1225
・付属のパイプ組合わせにて高さ調整可
・鋼 /マットブラック
・真鍮 /真鍮磨き仕上
・ダブル球状耐熱ガラス
・イタリア製
・白熱灯使用不可
・別売ランプ / LEDハロピンG9クリア2.1W（503-097-1703）

簡易取付型
約8畳

簡易取付型
約6~8畳

TOY-NABILA/10CH
503-094-1708
￥520,000
・ランプ別売（G-9 ハロピン）×10
・幅 1300 奥行 590 高 450 重 4.5kg
   全長 665/965/1265
・付属のパイプ組合わせにて高さ調整可
・鋼 /マットブラック
・真鍮 /真鍮磨き仕上
・ダブル球状耐熱ガラス
・イタリア製
・白熱灯使用不可
・別売ランプ / LEDハロピンG9クリア2.1W（503-097-1703）

TOY-NABILA/9CH
503-094-1707
￥418,000
・ランプ別売（G-9 ハロピン）×9
・幅φ650　高 350　重 4.0kg
   全長 595/895/1195
・付属のパイプ組合わせにて高さ調整可
・鋼 /マットブラック
・真鍮 /真鍮磨き仕上
・ダブル球状耐熱ガラス
：イタリア製
・白熱灯使用不可
・別売ランプ / LEDハロピンG9クリア2.1W（503-097-1703）　

簡易取付型
約6畳

ランプ別売 ランプ別売 ランプ別売

ランプ別売 ランプ別売 ランプ別売
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2011年に創立したオランダの「ZUIVER(ザイファー)」。
すべてのアイテムはZuiverデザインチームによって設計され、
トレンド感のあるファッショナブルな家具・インテリアのコレクションは、
欧米を中心に世界80か国以上で扱われている注目のブランドです。
シンプルで洗練されたミニマムデザインのアーチ形スタンドは
インテリアのアクセントになるだけでなく、天井に電源のない場所でも
ペンダントライトのようにソファやダイニングテーブルに合わせて使用でき、
実用面にも優れています。

ZUV-ARC/1FBK
503-096-1712
￥139,000
・ランプ別売（E-26）×1
・幅 600×1870　高 2170　
・鋼 /黒塗装
・布 /ブラック色
・中間フットスイッチ付
・オランダ製
・別売ランプ / LED電球LDG11L-G/100W/2（532-097-0081）

ZUV-ARC/1FWH
503-096-1713
￥139,000
・ランプ別売（E-26）×1
・幅 600×1870　高 2170　
・鋼 /白塗装
・布 /ホワイト色
・中間フットスイッチ付
・オランダ製
・別売ランプ / LED電球LDG11L-G/100W/2（532-097-0081）

C2303LF023-4
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