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【FOSCARINI 価格改定表】
価格改定⽇：2018年6⽉1⽇

掲載ページ 製品名 アイテム 改定前(税別) 改定後(税別)

18 Caboche piccola ペンダント ¥88,000 ¥91,300

18 Caboche media ペンダント ¥179,000 ¥176,000

18 Caboche grande ペンダント ¥310,000 ¥321,600

18 Caboche media LED ペンダント ¥258,000 ¥259,500

19 Caboche ceiling シーリング ¥158,000 ¥162,100

19 Caboche floor media フロアースタンド ¥233,000 ¥235,300

19 Caboche floor grande フロアースタンド ¥353,000 ¥347,300

19 Caboche table piccola テーブルスタンド ¥116,000 ¥108,700

20 Mite フロアースタンド ¥166,000 ¥167,100

21 Twiggy floor フロアースタンド ¥236,000 ¥227,400

21 Twiggy floor 延⻑⽤ジョイントポール (40cm) オプションパーツ ¥16,000 ¥15,800

22 Tress floor grande フロアースタンド ¥256,000 ¥264,000

23 Tress pendant grande ペンダント ¥164,000 ¥164,900

23 Tress pendant grande LED ペンダント ¥281,000 国内取り扱い中⽌

24 Spokes pendant 1 (white / yellow) ペンダント ¥190,000 ¥194,300

24 Spokes pendant 1 (copper / graphite) ペンダント ¥190,000 ¥205,700

24 Spokes pendant 2 (white / yellow) ペンダント ¥188,000 ¥191,500

24 Spokes pendant 2 (copper / graphite) ペンダント ¥188,000 ¥205,700

25 Allegro (Assai) ペンダント ¥1,005,000 国内取り扱い中⽌

25 Allegro (Ritmico) ペンダント ¥485,000 国内取り扱い中⽌

25 Allegro (Vivace) ペンダント ¥665,000 国内取り扱い中⽌

25 Allegretto (Assai) ペンダント ¥428,000 ¥421,200

25 Allegretto (Ritmico) ペンダント ¥326,000 ¥316,400

25 Allegretto (Vivace) ペンダント ¥367,000 ¥369,200

26 Aplomb (white / grey / marron) ペンダント ¥71,000 ¥64,700

26 Aplomb (brick red / sand yellow / olive green) ペンダント ¥71,000 国内取り扱い中⽌

27 Big Bang pendant (white) ペンダント ¥138,000 ¥135,800

27 Big Bang pendant (red+white) ペンダント ¥163,000 ¥157,900

27 Big Bang pendant LED (white) ペンダント ¥259,000 ¥236,200

27 Big Bang pendant  LED (red+white) ペンダント ¥284,000 ¥258,300

27 Havana floor (alumi) フロアースタンド ¥71,000 ¥69,600

27 Havana floor (chrome) フロアースタンド ¥84,000 ¥80,800

28 Cage piccola white (white cage / black cage) ペンダント ¥121,000 ¥140,600

28 Cage piccola black (white cage / black cage) ペンダント ¥121,000 ¥140,600

28 Cage piccola bronze (brown cage) ペンダント ¥159,000 ¥175,300

28 Cage grande white (white cage / black cage) ペンダント ¥145,000 ¥166,400

28 Cage grande black (white cage / black cage) ペンダント ¥145,000 ¥166,400

28 Cage grande bronze (brown cage) ペンダント ¥191,000 ¥215,200

29 Glass drop (white) ペンダント ¥79,000 ¥86,000

29 Glass drop (chrome) ペンダント ¥106,000 ¥106,500

29 Glas piccola (white) ペンダント ¥90,000 ¥104,800

29 Glas piccola (chrome) ペンダント ¥109,000 ¥125,600

29 Glas grande (white) ペンダント ¥126,000 ¥150,100

29 Glas grande (chrome) ペンダント ¥154,000 ¥181,600

30 Rock ペンダント ¥99,000 ¥91,300

30 Fork floor フロアースタンド ¥172,000 ¥203,000
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