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BUNACO LAMP http://bunaco.jp

夕陽のような赤みを帯びた光を演出するブナコ
柔らかな形、天然木の木目から透過する光が心を癒します

※天然ブナ材を使用しているため、木目が一点一点異なります。
※手作り品のため、サイズ表記と多少の誤差が生じる場合があります。

※ブナコランプの赤い透過光は、取り付ける状況によって色合い等が異なります。
※カラー表記がない製品は全てナチュラルとなります。

※ご使用になられる電球によって、明るさ、光イメージが異なる場合があります。



2019.09

Pendant OVID

photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP http://bunaco.jp

※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。

designed by Wolf Wagner

E26 LED電球 60W形 ×2灯付属
サイズ：φ602×H258mm　質量：3.35kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

OV-P0611 ￥192,240（税抜￥178,000）
シェード：ナチュラル ×リング：ナチュラル

（税抜￥178,000）OV-P0612 ￥192,240
シェード：ナチュラル ×リング：ブラック

（税抜￥150,000）OV-P0621 ￥162,000
シェード：ブラック ×リング ： ナチュラル

OV-P0622 ￥162,000（税抜￥150,000）
シェード：ブラック ×リング：ブラック

OV-P0622black × black

E17 LED電球 40W形 ×3灯付属
サイズ：φ422×H183mm　質量：1.9kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

（税抜￥82,000）OV-P0411 ￥88,560
シェード：ナチュラル ×リング：ナチュラル

（税抜￥82,000）OV-P0412 ￥88,560
シェード：ナチュラル ×リング：ブラック

（税抜￥68,000）OV-P0421 ￥73,440
シェード：ブラック ×リング ： ナチュラル

OV-P0422 ￥73,440（税抜￥68,000）
シェード：ブラック ×リング：ブラック

OV-P0422black × black

注記※1

E17 LED電球 40W形付属
サイズ：φ322×H148mm　質量：1.6kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付

OV-P0311 ￥54,000（税抜￥50,000）
シェード：ナチュラル ×リング：ナチュラル

OV-P0312 ￥54,000（税抜￥50,000）
シェード：ナチュラル ×リング：ブラック

OV-P0321 ￥45,360（税抜￥42,000）
シェード：ブラック ×リング ： ナチュラル

OV-P0322 ￥45,360（税抜￥42,000）
シェード：ブラック ×リング：ブラック

OV-P0311natural × natural

※この製品は、シェードとリングの色の組合せを選べます。

産業デザイナー、ドイツ・フランクフルトにある
Studio Wagner: Designの社長。
主に、ドイツと日本で仕事をしており、世界各国の
デザインアワードにて42回にわたり受賞歴がある。

シェード

リング

《組み合わせ例》
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※電球は付属していません

Pendant

※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。
photographer : Yagihashi Hiroshi

Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP

AMBER

http://bunaco.jp

BL-P012
￥62,640（税抜￥58,000）

注記※1

使用電球：E17 LED電球 40W形相当 ×1
サイズ：φ335×H526mm　質量：1.13kg
コード長：1.5m
引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P013
￥47,520（税抜￥44,000）

注記※1

使用電球：E17 LED電球 40W形相当 ×1

コード長：1.5m
引掛シーリング　コードハンガー付

サイズ：φ260×H405mm　質量：0.9kg

※電球は付属していません

BL-P1571 ￥64,800（税抜￥60,000）
使用電球：E17 60W相当 ×1
サイズ：φ300×H280mm　質量：1.15kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

BL-P011
￥54,000（税抜￥50,000）

注記※1

使用電球：E26 LED電球 40W形相当 ×1
サイズ：φ360×H420mm　質量：0.98kg
コード長：1.5m
引掛シーリング　コードハンガー付

シェードを回転させて、お好みの形状に変えてお楽しみください。



2019.09photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP Pendanthttp://bunaco.jp

※電球は付属していません

BL-P371 ￥19,440（税抜￥18,000）
使用電球：E17 40W相当 ×1
サイズ：φ200×H190mm　質量：0.39kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1　※2

※2　LED電球をご使用ください。また、電球の色は、電球色をお薦めしております。
※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。

E17 ミニクリプトン球 60W付属
サイズ：φ250×H200mm　質量：0.56kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

BL-P028 ￥32,400（税抜￥30,000）

※電球は付属していません

BL-P372 BL-P374 BL-P376

使用電球：E17 40W相当 ×1
サイズ：φ200×H190mm　質量：0.39kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P372
BL-P374
BL-P376 ￥17,280（税抜￥16,000）

ブラック

ローズ

ダークブラウン

注記※1　※2
※シェードの内側は明るさを保つため、着色しておりません。
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※2　LED電球をご使用ください。また、電球の色は、電球色をお薦めしております。
※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。

photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP Pendanthttp://bunaco.jp

E17 ミニクリプトン球 40W付属
サイズ：φ210×H180mm　質量：0.55kg

コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付

black

BL-P122
BL-P124
BL-P128

1台

2台セット

3台セット

￥25,920

￥71,280
￥47,520

（税抜￥66,000）

（税抜￥44,000）

（税抜￥24,000）

カラー：ブラック

注記※1
※シェードの内側は明るさを保つため、着色しておりません。

E17 ミニクリプトン球 40W付属
サイズ：φ210×H180mm　質量：0.55kg
カラー：キャラメルブラウン
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付

caramel brown

BL-P325
BL-P326
BL-P327

1台

2台セット

3台セット

￥25,920

￥71,280
￥47,520

（税抜￥66,000）

（税抜￥44,000）

（税抜￥24,000）

注記※1
※シェードの内側は明るさを保つため、着色しておりません。

￥28,080

￥77,760
￥51,840

（税抜￥72,000）

（税抜￥48,000）

（税抜￥26,000）

E17 ミニクリプトン球 40W付属
サイズ：φ210×H180mm　質量：0.48kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

BL-P121
BL-P123
BL-P127

1台

2台セット

3台セット

注記※1

BL-P1424 ￥43,200（税抜￥40,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ300×H242mm　質量：1.34kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※電球は付属していません

BL-P1424 BL-P121/BL-P122/BL-P325

BL-P1441
BL-P1442
BL-P1443

￥28,080

￥77,760
￥51,840

（税抜￥72,000）

（税抜￥48,000）

（税抜￥26,000）

使用電球：E17 40W相当 ×1
サイズ：φ180×H190mm　質量：0.47kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1　※2

※電球は付属していません

1台

2台セット

3台セット

注記※1

BL-P1422 ￥97,200（税抜￥90,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ400×H440mm　質量：1.6kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※電球は付属していません

BL-P1422 BL-P1441
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※2　LED電球をご使用ください。また、電球の色は、電球色をお薦めしております。
※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。

photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP Pendanthttp://bunaco.jp

※電球は付属していません

caramel brown

※電球は付属していません

使用電球：E17 40W相当 ×1
サイズ：φ180×H203mm　質量：0.46kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P1447
BL-P1448
BL-P1449

1台

2台セット

3台セット

￥28,080

￥77,760
￥51,840

（税抜￥72,000）

（税抜￥48,000）

（税抜￥26,000）

注記※1　※2

使用電球：E17 60W相当 ×1
サイズ：φ150×H207mm　質量：0.42kg
カラー：キャラメルブラウン
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P345
BL-P346
BL-P347

￥25,920

￥71,280
￥47,520

（税抜￥66,000）

（税抜￥44,000）

（税抜￥24,000）1台

2台セット

3台セット

注記※1　※2
※シェードの内側は明るさを保つため、着色しておりません。

E17 ミニクリプトン球 40W付属
サイズ：φ200×H150mm　質量：0.47kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P641
BL-P642
BL-P643

1台

2台セット

3台セット

注記※1

￥28,080

￥77,760
￥51,840

（税抜￥72,000）

（税抜￥48,000）

（税抜￥26,000）



※2　LED電球をご使用ください。また、電球の色は、電球色をお薦めしております。
※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。

2019.09photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP Pendanthttp://bunaco.jp

BL-P422 ￥43,200（税抜￥40,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ333×H200mm　質量：0.86kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

※電球は付属していません

使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ353×H220mm　質量：0.94kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1　※2

BL-P321 ￥39,960（税抜￥37,000）

※電球は付属していません

注記※1

BL-P421 ￥32,400（税抜￥30,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ303×H210mm　質量：0.7kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※電球は付属していません

注記※1

BL-P426 ￥25,920（税抜￥24,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ253×H210mm　質量：0.58kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※電球は付属していません

BL-P1724 ￥151,200（税抜￥140,000）
E17ミニクリプトン球 40W×3灯付属
サイズ：φ602×H230mm　質量：2.6kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
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※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。
photographer : Yagihashi Hiroshi

Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP Pendanthttp://bunaco.jp

使用電球：E26 100W相当 ×1

BL-P923 ￥116,640（税抜￥108,000）
使用電球：E26 100W相当 ×1
サイズ：φ600×H246mm　質量：2.1kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

注記※1

BL-P424 ￥64,800（税抜￥60,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ470×H190mm　質量：1.2kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

注記※1

BL-P1725 ￥54,000（税抜￥50,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ470×H190mm　質量：1.2kg

コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

BL-P1726 ￥54,000（税抜￥50,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ470×H190mm　質量：1.2kg
カラー：ダークブラウン
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P126 ￥83,160（税抜￥77,000）
使用電球：E26 100W相当 ×1
サイズ：φ600×H246mm　質量：2.1kg
カラー：ダークブラウン
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P125 ￥83,160（税抜￥77,000）

サイズ：φ600×H246mm　質量：2.1kg

コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
カラー：ブラック

カラー：ブラック

※電球は付属していません

※電球は付属していません ※電球は付属していません

※電球は付属していません

BL-P126BL-P125black dark brown

designed by 望月 好夫

※シェードの内側は明るさを保つため、着色しておりません。

※シェードの内側は明るさを保つため、着色しておりません。

注記※1 注記※1

BL-P1722 ￥64,800（税抜￥60,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ404×H173mm　質量：1.36kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

BL-P1721 ￥116,640（税抜￥108,000）
使用電球：E26 100W相当 ×1
サイズ：φ602×H248mm　質量：2.8kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

※シェードの内側は明るさを保つため、着色しておりません。

※シェードの内側は明るさを保つため、着色しておりません。

BL-P1721 BL-P1722 BL-P923/BL-P125/BL-P126 BL-P424/BL-P1725/BL-P1726

BL-P923BL-P1721



2019.09photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP Pendanthttp://bunaco.jp

※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。

BL-P425 ￥120,960（税抜￥112,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ553×H224mm　質量：2.04kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

※電球は付属していません

注記※1

BL-P534 ￥95,040（税抜￥88,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ490×H224mm　質量：1.6kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※電球は付属していません

※電球は付属していません

BL-P1723 ￥162,000（税抜￥150,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ602×H270mm　質量：3.3kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

注記※1

BL-P536 ￥56,160（税抜￥52,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ370×H224mm　質量：1.15kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※電球は付属していません

注記※1

BL-P535 ￥73,440（税抜￥68,000）
使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ430×H224mm　質量：1.4kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※電球は付属していません
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アクリルカバー取付加工については 18ページをご覧ください。

photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）

BUNACO LAMP Pendanthttp://bunaco.jp WOMB

BL-P1431 ￥54,000（税抜￥50,000）
E17ミニクリプトン球 40W×3灯付属
サイズ：φ465×H220mm　質量：1.36kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P332 ￥43,200（税抜￥40,000）
E17ミニクリプトン球 40W×3灯付属
サイズ：φ390×H200mm　質量：1.06kg
コード長 1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※アクリルカバー対応※アクリルカバー対応

※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。

使用電球：E26 100W相当 ×1
BL-P744 ￥58,320（税抜￥54,000）

サイズ：φ395×H190mm　質量：1.16kg
コード長：1.5m　引掛シーリング　コードハンガー付

※電球は付属していません

注記※1

注記※1

BL-P533 ￥17,280（税抜￥16,000）
E17 ミニクリプトン球 60W付属
サイズ：φ160×H250mm　質量：0.35kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付

BL-P745 ￥25,920（税抜￥24,000）
E17 ミニクリプトン球 60W付属
サイズ：φ165×H275mm　質量 0.41kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1

BL-P221 ￥38,880（税抜￥36,000）
E17 ミニクリプトン球 60W付属
サイズ：φ160×H350mm　質量：0.48kg
コード長：1.0m　引掛シーリング　コードハンガー付
注記※1
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BL-T016
E17 LED電球 40W形付属

￥86,400（税抜￥80,000）

サイズ：φ317×H330mm　質量：1.91kg
シェード：φ317×H212mm
コード長：1.7m　中間スイッチ付

Table Lamp

photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）
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BUNACO LAMP http://bunaco.jp

※BL-T351　E12ナツメ球 5Wのみ付属します
※BL-T562　電球は付属していません

BL-T562 ￥37,800（税抜￥35,000）
使用電球：E26 40W相当 ×1
サイズ：φ250×H445mm　質量：1.35kg
シェード：φ250×H210mm
コード長：1.6m　中間スイッチ付

BL-T351 ￥36,720（税抜￥34,000）
使用電球：E26 40W相当 ×1

コード長：1.6m　切替プルスイッチ付

サイズ：φ250×H445mm　質量：1.37kg
シェード：φ250×H210mm

E12 ナツメ球 5W付属

￥64,800（税抜￥60,000）BL-T017
使用電球：E17 LED電球 40W形相当 ×1
サイズ：φ363×H185mm　質量：1.34kg
コード長：1.8m　中間スイッチ付

※電球は付属していません
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photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）

BUNACO LAMP Table Lamphttp://bunaco.jp

E17 ミニクリプトン球 40W付属

BL-T652
￥21,600（税抜￥20,000）

サイズ：φ160×H300mm

コード長：1.8m　中間スイッチ付
質量：0.42kg

BL-T653
￥27,000（税抜￥25,000）

E17 ミニクリプトン球 40W付属
サイズ：270×150×H245mm

コード長：1.8m　中間スイッチ付
質量：0.53kg

E17 ミニクリプトン球 60W付属

BL-T251
￥49,680（税抜￥46,000）

サイズ：φ160×H700mm
シェード：φ160×H350mm

コード長：1.5m　中間スイッチ付
質量：1.61kg

BL-T565
￥39,960（税抜￥37,000）

使用電球：E26 40W相当 ×1

サイズ：φ187×H440mm
シェード：φ187×H255mm

コード長：1.6m　切替プルスイッチ付

※E12ナツメ球 5Wのみ付属します

E12 ナツメ球 5W付属

質量：1.0kg
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photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）

BUNACO LAMP Floor Standhttp://bunaco.jp

※電球は付属していません ※電球は付属していません

使用電球：E26 60W相当 ×1 使用電球：E26 60W相当 ×1

BL-F484
￥62,640（税抜￥58,000）

サイズ：230×230×H1360mm
シェード：φ187×H310mm

コード長：2.0m

質量：2.5kg

ベースカラー ：黒

フットスイッチ付

BL-F485
￥73,440（税抜￥68,000）

サイズ：250×250×H1520mm
シェード：φ187×H310mm

コード長：2.0m

質量：3.39kg

ベースカラー：黒

フットスイッチ付

※電球は付属していません ※電球は付属していません

使用電球：E26 60W相当 ×1 使用電球：E26 60W相当 ×1

BL-F481
￥64,800（税抜￥60,000）

サイズ：φ303×H1315mm
シェード：φ303×H210mm

ベース：230×230×H33mm

コード長：2.0m

質量：2.47kg

ベースカラー ：黒

フットスイッチ付

BL-F482
￥75,600（税抜￥70,000）

サイズ：φ363×H1515mm
シェード：φ363×H250mm

コード長：2.0m

質量：3.8kg
ベース：250×250×H33mm

ベース：230×230×H33mm ベース：250×250×H33mm

ベースカラー：黒

フットスイッチ付
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photographer : Yagihashi Hiroshi
Material : Natural wood （BUNA : beech）

BUNACO LAMP Floor Standhttp://bunaco.jp

※電球は付属していません

BL-F806 ￥68,040（税抜￥63,000）

ベース：230×230×H33mm　ベースカラー ：黒

使用電球：E26 60W相当 ×1
サイズ：φ300×H1320mm　シェード：φ300×H225mm

コード長：2.0m　フットスイッチ付

質量：3.2kg

ベース：250×250×H33mm　ベースカラー：黒

使用電球：E26 60W相当 ×1
BL-F705 ￥81,000（税抜￥75,000）

サイズ：250×250×H1515mm　シェード：φ230×H275mm

コード長：2.0m　フットスイッチ付

質量：3.7kg

※電球は付属していません
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※1　本製品にはスイッチ紐等がなく、電気ON/OFF は壁のスイッチで行う仕様です。
photographer : Yagihashi Hiroshi

Material : Natural wood （BUNA : beech）

BUNACO LAMP Bracket Lamp

Wall Lamp

http://bunaco.jp

E17 ミニクリプトン球 40W付属
BL-B493 ￥54,000（税抜￥50,000）

サイズ：φ300×H125mm　質量：0.9kg
注記※1

環形蛍光ランプ 40W付属
サイズ：φ600×H126mm　質量：3.53kg

BL-W018 ￥162,000（税抜￥150,000）

2005 AOMORI INDUSTRIAL DESIGN AWARD

GRAND PRIX

designed by 望月 好夫

この照明は、取り付けする壁面への
配線工事が必要です。

この照明は、50Hz( ヘルツ ) 対応品のため
60Hz 地域でのご使用の際は受注生産となります。
また、取り付けする壁面への配線工事が必要です。

注記※1

環形蛍光ランプ 30W付属
サイズ：φ400×H111mm　質量：1.49kg

BL-W019 ￥86,400（税抜￥80,000）

注記※1
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 Lamp の電球について  
■電球の口金サイズ 
 電球のソケット口径は、口金E17またはE26の電球用です。 
 
■電球の種類 
 LED電球を推奨しています。 
 工場出荷時にミニクリプトン球が付属している商品には、口金E17の LED電球をそのまま 
 交換して使用できます。 
 
■電球の色合い 
 ブナコの特徴である赤い光を再現するために暖色系の「電球色」を推奨しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pendant Lamp の付属品について  
■中間コードハンガー 

 

ペンダントランプには中間コードハンガーが付属しています。 
コードの長さを少し調節したい時に、左図のような状態で 
固定してご使用下さい。 
 
コード長加工を施した場合は、中間コードハンガーは付属致し 
ません。必要な場合は別途お申し付け下さい。 
 
  
 
 
 
 

 
 
中間コードハンガーの取り付け方 

    

コードを上方向から溝にはめ
込み、中央の溝で曲げ、ハン
ガーの外に出します。 

お好みの長さでコードを曲げ、
再びハンバー中央の溝に通しま
す。 

ハンガーに戻したコードを下
方向の溝へ通します。 

中央の溝で曲げたコードを横
に引き、固定されている事を
確認して下さい。 
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 Pendant Lamp のコード加工について  
■ペンダントランプコード長加工（カット・延長） 

 天井の高さや目的にあわせてお好みの長さにカット・延長加工致します。 

 商品ページに記載しているペンダントランプのコード長は、加工前の長さとなります。 

 

〈コード長加工費用〉 

 ・コードカット：無料 

 ・コード延長：1,500 円（税抜）～ 

 ※工場出荷後の加工費は上記にかかわらず有料となります。（1,500 円（税抜）～） 

 

〈ご依頼方法〉 

 右図を参考に、AまたはBでご希望の長さを明記して下さい。 

 A . 照明器具取付け部分からランプシェード下まで。 

 B . 照明器具取付け部分からランプシェード上まで。 

  

 

 

 ※加工寸法についてはご依頼の寸法から若干の誤差が生じますのでご依頼の際は予めご了承下さい。 

 

■コード及びフランジカップの色変更（白色・黒色） 

 通常仕様のコード及びフランジカップは、白色となります。 

 工場出荷前であれば、黒色に無料で変更いたします。 

 出荷後の色変更につきましては別途お問い合わせ下さい。 

 

■ランプシェードの色変更 

 ランプシェードの色を変更することが可能です。 

 色付け加工に適さない商品もありますので、ご希望の際は事前にお問い合わせ下さい。 

 

〈色付け加工費用〉 

 ・3,500 円～ 

  シェードサイズ及び色により異なります。 

  別途お問い合わせください。 

  尚、出荷後の色変更につきましては、承っておりませんので予めご了承下さい。 
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 アクリルカバー取付け加工について  
■対応品：１０ページ掲載品 
 下記商品以外にアクリルカバーを取付けご希望の際は、事前にお問い合わせ下さい。 
 アクリルカバー取付け加工に適さない商品もあります。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 上記商品は3灯式・プルスイッチ付ペンダントランプです。 
  
■プルスイッチ 
 ランプ灯具中心にあるフックにプルスイッチ紐を取り付け、 
 お手元で3灯→1灯→消灯の切替えが可能です。 
 なお、プルスイッチ用の紐は付属しておりません。 
 
 
■アクリルカバーの仕様 
 アクリルカバーは通常仕様とプルスイッチ仕様があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈アクリルカバーの素材〉 
 材 質：アクリル樹脂板／厚 さ：2mm／色：乳白色半透明 
 
 
■プルスイッチ 
 ランプ灯具中心にあるフックにプルスイッチ紐を取り付け、 
 手元で電源の切替えが可能です。（3灯→1灯） 
 尚、プルスイッチ用の紐は付属しておりません。 
 
 
■使用電球 
 アクリルカバー取付け加工品には、電球が付属致しません。 
 カバーの使用により、シェード内に熱が籠もるのを避けるため、LED電球をご使用ください。 
 
 
■納期 
 アクリルカバー取付け加工品は、受注生産となります。 
 ご注文を頂いてから、約3週間で納品となります。 
 
 
<アクリルカバー取付け加工費用> 
 ・通 常 仕 様：5,000 円（税抜） 
 ・プルスイッチ仕様：5,000 円（税抜） 
 尚、アクリルカバーのみの販売は行っておりません。 

  

BL-P332 BL-P1431 

プルスイッチ紐を灯具中央のフックに 
取付けてご使用頂けます。 

通常仕様 プルスイッチ仕様 
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