
Information

p17「Wall Lamp」～ p47「 Floor Lamp」の製品カテゴリでは、弊社お薦めのシェードを組合わせておりますが、お客様のお好
みのシェードに変更いただくことも可能です。お選びいただくシェードのサイズや重量により取付不可の場合がございます
ので、照明器具とシェードの適合につきましてはホームページの適合表をご参照ください。

シェード組合わせの変更について

〈 組合わせ価格計算方法 〉

p9の「横ネジ式φ80mmシェード」をお選びいただく際のみ、φ80用金具（1灯あたり ￥1,000- +税）が加わりますのでご
注意ください。 （ご購入済の製品のφ80用金具への変更は分解作業が必要ですので、別途工賃が発生いたします。）

例）テーブルランプ 例）３灯シャンデリア

例）テーブルランプ 例）３灯シャンデリア

本体 
FC-570A Y
￥11,700- ＋税

シェード
FC-005

￥2,800- ＋税

本体 
FC-570A φ80
　　φ80用金具　

φ80用金具

　
￥11,700- ＋税
￥  1,000- ＋税

本体 
CP30AB φ80
　　φ80用金具

　
￥24,500- ＋税
￥　1,000- ＋税×3

シェード
FC-313

￥3,000- ＋税

シェード
FC-4825

￥4,000- ＋税×3

組合わせ価格
￥15,700- ＋税

組合わせ価格
￥39,500- ＋税

本体 
CP30AB Y
￥24,500- ＋税

シェード
FC-360

￥3,000- ＋税×3

組合わせ価格
￥33,500- ＋税

　本体価格　＋　（シェード価格 × 灯数）　=　組合わせ価格内ネジ式・横ネジ式 φ60mmの場合

　本体価格　＋　（φ80用金具￥1,000- ＋ シェード価格 ） × 灯数　=　組合わせ価格横ネジ式 φ80mmの場合

製品には電球が付属しておりません。電球をご注文いただきましたら、製品ごとに記載しております適合する電球（別売）を
お付けいたします。

電球について

電球価格表

・E17 ミニ球（25W）

・E17 ミニクリプトン球（40/60W）

・E17 シャンデリア球（40W）

・E17 曲がりシャンデリア球（40W）

・E17 電球型蛍光球 (60W型 ) 

￥200

￥250

￥500

￥600

￥1,500

・E26 一般白熱球（40W）

・E26 一般白熱球（60W）

・E26 電球型蛍光球 (60W型 ) 

・E26 レトロランプ (40W) 

￥200

￥200

￥1,500

￥1,600

・E12 ナツメ球 ￥100

シェードには大きく分けて「内ネジ式」と「横ネジ式φ60mm」、「横ネジ式φ80mm」の3種類がございます。

【シェードご注文時の注意点】
シェードをご注文の際はシェードの品番のみご記入ください。 
「SET」が付くとペンダントランプのセットとなりますのでご注意ください。

シェードについて

　  品番：FC-091 ………「FC-091 シェード」のみとなります。
　 品番：FC-091 SET…「FC-091 シェード」と「FC-TG06A　灯具」
　　　　　　　　　　　のセットとなります。

シェード内部からリング状の内ネジで
照明器具に取り付ける方式です。取り
付けネジが表から見えないので、スッキリ
とした印象でご使用いただけます。

内ネジ式　

種類 略号 特徴

U 表から3本のネジで照明器具に取り
付ける方式です。種類が多く、様々な
デザインやスタイルのシェードから
お好みのものをお選びいただけます。

横ネジ式　

種類 略号 特徴

Y 同じく表から3本のネジで照明器具
に取り付ける方式ですが、取付け部の
口径が80mmと大きく、主にサイズの大
きいシェードに採用されています。

横ネジ式　

種類 略号 特徴

φ80
φ60mm φ80mm

例

　　　　　　　　＋　　　　　　　＝　 　　　　　　　　＋　　　　　　　 　　　＝　

φ80用金具

組合わせ価格
￥14,500- ＋税
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￥500・E17 スペース球（40W） 



長さ変更料金 主な長さの基準

弊社の吊り下げ式照明器具はご使用いただく環境に合わせて「吊り下げコード」の長さのオーダーが可能です。

【長さ変更時の注意点】
・標準の長さは 50cm となっております。長さのご指定は「cm」単位でご指定下さい。
・長さの基準については特にご指定がない限り、上図の「プラグ上部からチェーン（ツイストコード）下端まで」となります。
・他の範囲でご指定の際は、「どこからどこまでが何cmなのか」を明確にご指定下さい。
　（例：「プラグ上部から横ネジまで 100cm」、「FC-313 シェード含め全長 70cm」など）
・CPシリーズなどシェードの向きが上下に変えられる製品を「全長」でご指定いただく場合は「上下」の向きもご指定下さい。 
・ツイストコード仕様は特性上、シェードの重さなどで若干伸びますのでご指定の長さより長くなる場合がございます。
・チェーン仕様はチェーン 1 コマの長さが決まっておりますので、ご指定の長さより多少前後します。 
・同じ長さで複数ご注文の際、上記理由により長さに誤差が出ることをご了承ください。
・長さ変更後の製品は特注品となりますので、返品・交換はお受けできません。

吊り下げコードの長さ変更について

吊り下げ式の照明器具は、いずれも家庭用引掛けシーリングに対応しており、簡単にお取り付けいただけます。
（一部付属の補助金具が必要な器具もございます。）

角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング 引掛埋込ローゼット フル引掛ローゼット

取り付けについて

追加料金なし

追加料金なし

￥500- + 税

￥1,000- + 税

￥1,500- + 税

50cm延長毎に￥500- +税

短縮

加工なし

延長

加工内容 灯具の長さ 料金

20（最短）～49cm

50cm（標準長）

51 ～ 100cm

101～ 150cm

151～ 200cm

201cm以降

約 55cm
(プラグ上部から
  横ネジまで）

約 50cm
（標準長）

全長
（シェード上向き）

横ネジ

全長
（シェード含め）

プラグ
吊り下げチェーンやコードを延長する場合は
「50cm延長につき￥500- + 税」の追加料金がかかります。

弊社の照明器具はヨーロッパなどの伝統的なデザインの部材を輸入し、主要な電気部品は国産部品を使用して国内の自社工
場で組み立てております。電気用品安全法により全ての製品には PSE マークが表示されており、日本の規格に適合しており
ますので安心してお使いいただけます。

また「照明器具本体」のみご注文いただけるよう新たに「本体品番」を設け、価格も表示いたしました。本体のみご注文いただ
く際は、必ず末尾に上記略号の「U、Y、φ80」のいずれかをご記載ください。

照明器具について

製品の仕様は改善のため予告なく変更する場合がございます。

　  品番：FC-091 ………「FC-091 シェード」のみとなります。
　 品番：FC-091 SET…「FC-091 シェード」と「FC-TG06A　灯具」
　　　　　　　　　　　のセットとなります。

照明器具の本体色で設定のあるものを　　…ゴールド　　　　…アンティーク　 　…ホワイトと掲載しています。
本体色をご指定の際は以下のようにご注文下さい。

本体設定色について

G A RAB

　    ゴールドからアンティークへ変更
　   　FC-W562G　→　FC-W562A
　   　CP20G　　　→　CP20AB

　   アンティークからゴールドへ変更
　   　FC-WW530A　→　FC-WW530G
　   　SS30AB　　 　→　SS30G

例
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