
2022年9月1日～　価格変更一覧（品番順） ご案内日：2022年6月20日更新

品番 商品名 税抜上代 税込上代 税抜上代 税込上代

HS1743 オークミラーM ¥13,800 ¥15,180 ¥15,000 ¥16,500

HS1809 ｱｲｱﾝｼﾝｸﾞﾙｼｪﾙﾌS  黒2個ｾｯﾄ  ② ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS1810 ｱｲｱﾝｼﾝｸﾞﾙｼｪﾙﾌM  黒2個ｾｯﾄ  ② ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320

HS1811 ｱｲｱﾝｼﾝｸﾞﾙｼｪﾙL  黒2個ｾｯﾄ  ② ¥1,500 ¥1,650 ¥1,600 ¥1,760

HS1852 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具  E17用 30cm ¥4,200 ¥4,620 ¥4,400 ¥4,840

HS1853 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具E17用30cm（ｶﾊﾞｰ付） ¥5,500 ¥6,050 ¥5,700 ¥6,270

HS1854 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具  E17用 60cm ¥4,300 ¥4,730 ¥4,500 ¥4,950

HS1855 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具E17用60cm（ｶﾊﾞｰ付） ¥5,600 ¥6,160 ¥5,800 ¥6,380

HS1856 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具  E17用 100cm  4100 ¥4,500 ¥4,950 ¥4,700 ¥5,170

HS1857 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具E17用100cm（ｶﾊﾞｰ付） ¥5,800 ¥6,380 ¥6,000 ¥6,600

HS1858 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ灯具E17用60cm挟みこみ用 ¥3,900 ¥4,290 ¥4,100 ¥4,510

HS1947 ボトルベースＳ ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS1948 ボトルベースＭ ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

HS1949 ボトルベースＬ ¥1,400 ¥1,540 ¥1,500 ¥1,650

HS1950 ピッチャー ¥2,700 ¥2,970 ¥2,800 ¥3,080

HS2126 ﾗｽﾃｨﾌﾗﾜｰﾍﾞｰｽＡ ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320

HS2127 ﾗｽﾃｨﾌﾗﾜｰﾍﾞｰｽＢ ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320

HS2128 ﾗｽﾃｨﾌﾗﾜｰﾍﾞｰｽＣ ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320

HS2156 ペンダント E17用 BR 30cm 挟みこみ用 ¥3,700 ¥4,070 ¥3,900 ¥4,290

HS2157 ペンダント E17用 BR 100cm 挟みこみ用 ¥4,100 ¥4,510 ¥4,300 ¥4,730

HS2167 ペンダント E26用 BR 30cm バルブ ¥3,700 ¥4,070 ¥3,900 ¥4,290

HS2168 ペンダント E26用 BR 60cm バルブ ¥3,900 ¥4,290 ¥4,100 ¥4,510

HS2169 ペンダント E26用 BR 100cm バルブ ¥4,100 ¥4,510 ¥4,300 ¥4,730

HS2170 ペンダント E26用 BR 30cm ¥4,200 ¥4,620 ¥4,400 ¥4,840

HS2171 ペンダント E26用 BR 60cm ¥4,300 ¥4,730 ¥4,500 ¥4,950

HS2172 ペンダント E26用 BR 100cm ¥4,500 ¥4,950 ¥4,700 ¥5,170

HS2173 ペンダント E26用 BR 30cm （シーリングカ ¥5,500 ¥6,050 ¥5,700 ¥6,270

HS2174 ペンダント E26用 BR 60cm （シーリングカ ¥5,600 ¥6,160 ¥5,800 ¥6,380

HS2175 ペンダント E26用 BR 100cm （シーリングカ ¥5,800 ¥6,380 ¥6,000 ¥6,600

HS2247 ブラスペンダントシェードＭ ¥8,800 ¥9,680 ¥9,300 ¥10,230

HS2248 ブラスペンダントシェードＳ ¥8,000 ¥8,800 ¥8,500 ¥9,350

HS2337 真鍮ペンダント ¥3,500 ¥3,850 ¥3,800 ¥4,180

HS2372 オークツールバー M ¥2,400 ¥2,640 ¥2,600 ¥2,860

HS2373 オークツールバー S ¥1,800 ¥1,980 ¥2,000 ¥2,200

HS2375 Wood Bracket WHARF ¥5,800 ¥6,380 ¥6,300 ¥6,930

HS2386 IRON SHELF 150 ¥1,800 ¥1,980 ¥1,900 ¥2,090

HS2387 IRON SHELF 200 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420

HS2388 IRON SHELF 250 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,600 ¥2,860

HS2392 E17可動式ブラケット/ブラス ¥6,300 ¥6,930 ¥7,000 ¥7,700

HS2393 E26可動式ブラケット/ブラス ¥6,300 ¥6,930 ¥7,000 ¥7,700

HS2395 E26可動式ブラケット/セラミック ¥6,800 ¥7,480 ¥7,000 ¥7,700

HS2403 Iron Towel Hanger 280 ¥1,700 ¥1,870 ¥1,900 ¥2,090

HS2404 Iron Towel Hanger 430 ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420

HS2405 Iron Paper Holder ¥2,000 ¥2,200 ¥2,200 ¥2,420

HS2406 Iron Paper Holder W ¥3,200 ¥3,520 ¥3,400 ¥3,740

HS2432 アイアンレールコーナーL字 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,600 ¥2,860

HS2433 アイアンレールスクエア ¥2,400 ¥2,640 ¥2,600 ¥2,860

HS2451 Iron Towel Hanger 680 ¥2,600 ¥2,860 ¥2,800 ¥3,080

HS2452 Iron Shelf 300 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,200 ¥3,520

HS2467 真鍮製　エントランスライト ¥14,800 ¥16,280 ¥16,000 ¥17,600

HS2518 バウランプスタンド ¥8,000 ¥8,800 ¥9,000 ¥9,900

HS2534 シングルブラケット　ブラス ¥10,000 ¥11,000 ¥11,000 ¥12,100

HS2536 ダブルブラケット　ブラス ¥16,000 ¥17,600 ¥18,000 ¥19,800

HS2601 ダクトレールプラグ ¥750 ¥825 ¥850 ¥935

HS2605 モーネ　ランプシェードスフィア ¥5,500 ¥6,050 ¥7,500 ¥8,250

現行価格

（2022年8月31日発注分まで適用）

新価格

（2022年9月1日発注分より適用）



HS2606 モーネ　ランプシェードオーバル ¥5,500 ¥6,050 ¥7,500 ¥8,250

HS2608 モーネ　ランプシェード　トライアングル ¥5,200 ¥5,720 ¥6,000 ¥6,600

HS2614 ブラスハンギングフック ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS2615 ブラスシーリングフック ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS2616 ブラスラウンドフック ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS2617 ブラスタオルハンガーS ¥2,500 ¥2,750 ¥2,700 ¥2,970

HS2618 ブラスタオルハンガーL ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,630

HS2619 ブラスシェルフ150 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,600 ¥2,860

HS2620 ブラスシェルフ200 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,300 ¥3,630

HS2621 ブラスシェルフ250 ¥3,600 ¥3,960 ¥3,900 ¥4,290

HS2622 ブラスツーウェイハンドル ¥1,200 ¥1,320 ¥1,400 ¥1,540

HS2679 セラミックソケット　ストレート ¥3,600 ¥3,960 ¥3,900 ¥4,290

HS2680 セラミックソケット　アングル ¥3,600 ¥3,960 ¥3,900 ¥4,290

HS2727 シェーカー　ソーイングボックス ¥7,800 ¥8,580 ¥8,500 ¥9,350

HS2728 シェーカー　　ハンドルトレイ ¥6,800 ¥7,480 ¥7,500 ¥8,250

HS2729 シェーカーピンクッション ¥1,900 ¥2,090 ¥2,100 ¥2,310

HS2735 オーバルベース　M ¥1,700 ¥1,870 ¥1,900 ¥2,090

HS2736 オーバルベース　L ¥2,200 ¥2,420 ¥2,500 ¥2,750

HS2737 一輪挿し ホーロー ¥1,500 ¥1,650 ¥1,700 ¥1,870

HS2738 一輪挿し AB ¥1,500 ¥1,650 ¥1,700 ¥1,870

HS2739 ピラーベース ¥3,800 ¥4,180 ¥4,000 ¥4,400

HS2744 シェーカー　オーバルトレイ ¥5,800 ¥6,380 ¥6,300 ¥6,930

HS2748 フレーム　フォトL ¥1,300 ¥1,430 ¥1,700 ¥1,870

HS2749 フレーム　ポストカード ¥1,600 ¥1,760 ¥2,000 ¥2,200

HS2750 フレーム　2L ¥1,800 ¥1,980 ¥2,300 ¥2,530

HS2751 フレーム　A4 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,800 ¥4,180

HS2754 クルベ　ラウンドミラー ¥9,800 ¥10,780 ¥11,000 ¥12,100

HS2755 クルベ　オーバルミラー ¥11,000 ¥12,100 ¥12,000 ¥13,200

HS2756 クルベ　レクタングルミラー ¥19,000 ¥20,900 ¥21,000 ¥23,100

HS2757 クルベ　スクエアミラー ¥15,000 ¥16,500 ¥16,000 ¥17,600

HS2785 ブラス ツーフック ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS2786 ブラス スピンドルフック ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS2788 モーネ ランプシェード３灯 クラウド ¥18,000 ¥19,800 ¥23,000 ¥25,300

HS2789 モーネ ランプシェード３灯 ヘキサゴン ¥18,000 ¥19,800 ¥23,000 ¥25,300

HS2791 モーネ ランプシェード パンプキン ¥5,500 ¥6,050 ¥7,000 ¥7,700

HS2808 Brass Handle Flat 125 ¥2,100 ¥2,310 ¥2,300 ¥2,530

HS2809 Brass Handle Flat 165 ¥2,400 ¥2,640 ¥2,600 ¥2,860

HS2810 Brass Flat　Hook　 ¥600 ¥660 ¥800 ¥880

HS2811 Brass Flat Hook Square ¥600 ¥660 ¥800 ¥880

HS2813 Brass Paper Holder ¥3,200 ¥3,520 ¥3,800 ¥4,180

HS2814 Brass Paper Holder W ¥5,300 ¥5,830 ¥6,000 ¥6,600

HS2816 ガラスベースツートンS パープル ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS2817 ガラスベースツートンS ホワイト ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS2818 ガラスベースツートンS オレンジ ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HS2819 ビッグガラスベース　ブルー ¥2,600 ¥2,860 ¥2,900 ¥3,190

HS2820 ガラスベース カヌレ ¥700 ¥770 ¥800 ¥880

HS2821 バルブガラスベース ¥850 ¥935 ¥1,000 ¥1,100

HS2822 ガラスベースツートンM グリーン ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320

HS2823 ガラスベースツートンM ブルー ¥1,100 ¥1,210 ¥1,200 ¥1,320

HS2824 ビッグガラスベース　モーブ ¥2,600 ¥2,860 ¥2,900 ¥3,190

HS2825 ビッグガラスベース　 グレー ¥2,800 ¥3,080 ¥3,200 ¥3,520

HS2826 ビッグガラスベース　ブラウン ¥3,000 ¥3,300 ¥3,400 ¥3,740

HS2837 ガラスシェード ポム クリア ¥2,300 ¥2,530 ¥2,500 ¥2,750

HS2847 シェーカースイングハンドルボックス ¥8,300 ¥9,130 ¥9,000 ¥9,900

HS2848 シェーカーオーバルボックスS ¥4,900 ¥5,390 ¥5,400 ¥5,940

HS2849 シェーカーオーバルボックスM ¥7,500 ¥8,250 ¥8,300 ¥9,130

HS2850 シェーカーオーバルボックスL ¥9,800 ¥10,780 ¥10,800 ¥11,880

HS2861 ガラスシェード ポム グリーン ¥2,300 ¥2,530 ¥2,500 ¥2,750

HS2862 ガラスシェード ポム ブラウン ¥2,300 ¥2,530 ¥2,500 ¥2,750

HS2866 アイアンスクエアウォールシェルフ S ¥1,800 ¥1,980 ¥1,900 ¥2,090

HS2867 アイアンスクエアウォールシェルフ M ¥2,500 ¥2,750 ¥2,800 ¥3,080



HS2868 アイアンスクエアウォールシェルフ L ¥3,200 ¥3,520 ¥3,500 ¥3,850

HS2900 ペンダント E17用 BR 15cm 挟み込み用 ¥3,700 ¥4,070 ¥3,900 ¥4,290

HS2901 ペンダント E17用 BR 150cm 挟み込み用 ¥4,400 ¥4,840 ¥4,600 ¥5,060

HS2902 ペンダント E17用 BR 15cm ¥4,200 ¥4,620 ¥4,400 ¥4,840

HS2903 ペンダント E17用 BR 150cm ¥4,800 ¥5,280 ¥5,000 ¥5,500

HS2904 ペンダント E17用 BR 15cm（シーリングカバー付） ¥5,500 ¥6,050 ¥5,700 ¥6,270

HS2905 ペンダント E17用 BR 150cm（シーリングカバー付） ¥6,200 ¥6,820 ¥6,400 ¥7,040

HS2906 ペンダント E26用 BR 15cm ¥4,200 ¥4,620 ¥4,400 ¥4,840

HS2907 ペンダント E26用 BR 150cm ¥4,800 ¥5,280 ¥5,000 ¥5,500

HS2908 ペンダント E26用 BR 15cm（シーリングカバー付） ¥5,500 ¥6,050 ¥5,700 ¥6,270

HS2909 ペンダント E26用 BR 150cm（シーリングカバー付） ¥6,200 ¥6,820 ¥6,400 ¥7,040

HS2917 ラスティジャグ ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

HS2919 ラスティフラワーベースナロウ ¥2,600 ¥2,860 ¥2,800 ¥3,080

HS2920 フラワーベースナロウ ¥2,600 ¥2,860 ¥2,800 ¥3,080

HS2921 フラワーベースフラスク ¥1,600 ¥1,760 ¥1,700 ¥1,870

HS2922 フラワーベースパゴダ ¥2,600 ¥2,860 ¥2,800 ¥3,080

HS2925 シェーカーメガネケース ¥3,900 ¥4,290 ¥4,300 ¥4,730

HS2928 シェーカーラウンドトレイ ベーシック ¥6,000 ¥6,600 ¥6,500 ¥7,150

HS2941 ｾﾗﾐｯｸｿｹｯﾄｽﾄﾚｰﾄ ﾌﾞﾗｯｸ ¥3,600 ¥3,960 ¥3,900 ¥4,290

HS2942 ｾﾗﾐｯｸｿｹｯﾄｱﾝｸﾞﾙ ﾌﾞﾗｯｸ ¥3,600 ¥3,960 ¥3,900 ¥4,290

HS2946 ガラスシェード プリズム クリア ¥2,800 ¥3,080 ¥3,200 ¥3,520

HS2950 クルベ　エリップスミラー ¥17,000 ¥18,700 ¥19,000 ¥20,900

HS2969 ★チークプレート220 ¥2,200 ¥2,420 ¥2,800 ¥3,080

HS2970 ★チークプレート270 ¥2,900 ¥3,190 ¥3,800 ¥4,180

HS2971 シェーカーオーバルトレイ ベーシック ¥5,800 ¥6,380 ¥6,300 ¥6,930

HS2972 シェーカーラウンドボックスL ¥13,500 ¥14,850 ¥15,000 ¥16,500

HS2981 ヘリンボンシェード ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

HS2982 ミニガラスシェード クリア ¥1,800 ¥1,980 ¥2,100 ¥2,310

HS2983 ミニガラスシェード ブルーグレー ¥1,800 ¥1,980 ¥2,100 ¥2,310

HS3004 ポリッシュライト ブラス ¥7,200 ¥7,920 ¥8,000 ¥8,800

HS3041 フレーム　A3 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,800 ¥7,480

HS3062 スコン グラス クリア ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS3063 スコン グラス グレー ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS3064 スコン グラス アンバー ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

HS3065 スコン ゴブレット クリア ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

HS3066 スコン ゴブレット グレー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

HS3067 スコン ゴブレット アンバー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,500 ¥1,650

HS3068 スコン グラスマグ スクエア クリア ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

HS3069 スコン グラスマグ スクエア グレー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

HS3070 スコン グラスマグ スクエア アンバー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

HS3071 スコン グラスマグ リング グレー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

HS3072 スコン グラスマグ リング アンバー ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

HS3073 スコン プレート クリア ¥900 ¥990 ¥1,100 ¥1,210

HS3074 スコン プレート グレー ¥900 ¥990 ¥1,100 ¥1,210

HS3075 スコン プレート アンバー ¥900 ¥990 ¥1,100 ¥1,210

HS3076 ビッグベース パゴダ ブラウン ¥3,900 ¥4,290 ¥4,200 ¥4,620

HS3077 ビッグベース パゴダ モーブ ¥3,900 ¥4,290 ¥4,200 ¥4,620

HS3078 ビッグベース バルーン クリア ¥3,600 ¥3,960 ¥3,800 ¥4,180

HS3079 ビッグベース バルーン ライム ¥3,600 ¥3,960 ¥3,800 ¥4,180

HS3080 ビッグベース クリスタル グレー ¥3,600 ¥3,960 ¥3,800 ¥4,180

HS3087 ★ケーキスタンド220 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,300 ¥5,830

HS3088 ★ケーキスタンド270 ¥5,800 ¥6,380 ¥6,300 ¥6,930

HS3093 シェーカーオーバルボックスS ブラック ¥5,300 ¥5,830 ¥5,800 ¥6,380

HS3094 シェーカーオーバルボックスM ブラック ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680

HS3095 シェーカーオーバルボックスL ブラック ¥10,800 ¥11,880 ¥11,800 ¥12,980

HS3113 アイアンスクエアウォールシェルフ LL ¥3,900 ¥4,290 ¥4,200 ¥4,620

HS3130 シェーカーオーバルボックスS レッド ¥5,300 ¥5,830 ¥5,800 ¥6,380

HS3131 シェーカーオーバルボックスM レッド ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680

HS3132 シェーカーオーバールボックスL レッド ¥10,800 ¥11,880 ¥11,800 ¥12,980

HS3133 シェーカーオーバルボックスS ブルー ¥5,300 ¥5,830 ¥5,800 ¥6,380

HS3134 シェーカーオーバルボックスM ブルー ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680



HS3135 シェーカーオーバルボックスL ブルー ¥10,800 ¥11,880 ¥11,800 ¥12,980

HS3136 ★チーク フォーク ¥1,200 ¥1,320 ¥1,400 ¥1,540

HS3137 ★チーク スプーン ¥1,200 ¥1,320 ¥1,400 ¥1,540

HS3138 ★チーク ティースプーン ¥700 ¥770 ¥900 ¥990

HS3139 ★チーク アイスクリームスプーン ¥700 ¥770 ¥900 ¥990

HS3140 ★チーク ケーキフォーク ¥600 ¥660 ¥800 ¥880

HS3141 ★チーク マドラースプーン ¥650 ¥715 ¥850 ¥935

HS3142 ★チーク バターナイフ ¥650 ¥715 ¥850 ¥935

HS3143 ★チーク シュガースプーン ¥800 ¥880 ¥1,000 ¥1,100

HS3144 ★チーク コーヒーメジャー ¥1,400 ¥1,540 ¥1,600 ¥1,760

HS3145 ★チーク サーバースプーン ¥2,400 ¥2,640 ¥2,800 ¥3,080

HS3146 ★チーク トング ¥1,400 ¥1,540 ¥1,800 ¥1,980

HS3211 ★チークフレーム クリア A4 ¥4,800 ¥5,280 ¥5,400 ¥5,940

HS3212 ★チークフレーム クリア A3 ¥7,800 ¥8,580 ¥8,800 ¥9,680

HSN528 小さな一輪挿し　スクエア ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HSN529 小さな一輪挿し　8角形　 ¥900 ¥990 ¥1,000 ¥1,100

HSN536 小さな一輪挿し ホーローA  ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

HSN537 小さな一輪挿しホーローB ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

HSN538 小さな一輪挿し ホーローC ¥1,300 ¥1,430 ¥1,400 ¥1,540

JO162 Wood Bracket BOOM ¥8,000 ¥8,800 ¥8,800 ¥9,680

JO163 Wood Bracket ZIG ¥8,200 ¥9,020 ¥9,000 ¥9,900

JO164 Wood Bracket SCISSOR WALNUT ¥9,800 ¥10,780 ¥10,800 ¥11,880

TE404 ｵｰｸﾀｵﾙﾚｰﾙﾌｪｲｽﾀｵﾙ用 ¥3,000 ¥3,300 ¥3,500 ¥3,850

TE405 ｵｰｸﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ ¥2,300 ¥2,530 ¥2,700 ¥2,970

TE610 マグネットベース スクエア ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

TE611 マグネットベース ロング ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

TE612 マグネットベース ワイド ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

TE614 マグネットベース ラウンド ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

TE615 マグネットベース ヘキサゴン ¥1,600 ¥1,760 ¥1,800 ¥1,980

TE716 プランターカバーS ¥4,500 ¥4,950 ¥5,500 ¥6,050

TE717 プランターカバーM ¥5,200 ¥5,720 ¥6,300 ¥6,930

TE718 脚付きプランターカバーS ¥4,300 ¥4,730 ¥4,800 ¥5,280

TE719 脚付きプランターカバーM ¥5,000 ¥5,500 ¥5,800 ¥6,380

TE722 ブラスタオルレールS ¥1,900 ¥2,090 ¥2,200 ¥2,420

TE723 ブラスタオルレールL ¥2,500 ¥2,750 ¥2,800 ¥3,080

TE728 ★ラタンラウンドチェア ¥16,800 ¥18,480 ¥18,000 ¥19,800

TE729 ★ラタンスクエアテーブル ¥13,800 ¥15,180 ¥15,800 ¥17,380

TE836 ブラスディスプレイスタンドS ¥800 ¥880 ¥900 ¥990

TE837 ブラスディスプレイスタンドM ¥1,000 ¥1,100 ¥1,100 ¥1,210

TE838 ブラスディスプレイスタンドL ¥1,200 ¥1,320 ¥1,300 ¥1,430

TE843 ガラスシェード ダイヤ ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

TE844 ガラスシェード フラワー ¥2,600 ¥2,860 ¥3,000 ¥3,300

TE845 ガラスシェード ストライプ ¥2,700 ¥2,970 ¥3,100 ¥3,410


