
【FOSCARINI・DIESEL 価格改定表】
価格改定⽇：2018年6⽉1⽇

掲載ページ 商品名 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 フロアスタンド ¥233,000 ¥235,300

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

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

20 Mite フロアスタンド ¥166,000 ¥167,100

21 Twiggy floor フロアスタンド ¥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 / gold 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 / gold 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 ペンダント ¥71,000 ¥64,700

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) フロアスタンド ¥71,000 ¥69,600

27 Havana floor (chrome) フロアスタンド ¥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 フロアスタンド ¥172,000 ¥203,000
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■廃番アイテム
メーカー ページ 品番/商品名 アイテム

FOSCARINI 23 Tress pendant grande LED ペンダント

FOSCARINI 25 Allegro Assai ペンダント

FOSCARINI 25 Allegro Ritmico ペンダント

FOSCARINI 25 Allegro Vivace ペンダント

Fabbian 41 Hungry D76 A01 15 ペンダント

Fabbian 41 Hungry D76 A03 15 ペンダント

LUMINA 96 Liz table テーブルスタンド

LUMINA 96 Lizzy table テーブルスタンド

LUMINA 97 Liz floor フロアスタンド

LUMINA 97 Lizzy wall ブラケット

Catellani&Smith 114 Meraviglia EC400 table テーブルスタンド

Catellani&Smith 114 Meraviglia EC401 floor フロアスタンド

Catellani&Smith 115 Sorry Giotto 6 フロアスタンド

Catellani&Smith 116 Full Moon テーブルスタンド

Catellani&Smith 117 Wa table テーブルスタンド

Catellani&Smith 117 Wa floor フロアスタンド

bover 144 Lampara XVⅢ シャンデリア

bover 148 Mani mini テーブルスタンド

bover 148 Mani table テーブルスタンド

bover 149 Maxi floor フロアスタンド

bover 150 Tau pendant 1 Luz ペンダント

bover 150 Tau floor フロアスタンド

■カラー廃番
メーカー ページ 品番/商品名 アイテム

CONTARDI 53 Couture シリーズ 全アイテム

CONTARDI 55 Cube small / large フロアスタンド

LEUCOS 102 The Great JJ floor フロアスタンド

LEUCOS 103 JJ S22 pendant ペンダント

LEUCOS 103 JJ TR22 floor フロアスタンド

bover 142 Carlota wall A ブラケット

bover 142 Ema シリーズ 全アイテム

bover 143 Danona シリーズ 全アイテム

bover 148 Mar ペンダント

bover 150 Tau table mini / table テーブルスタンド

■仕様変更 
メーカー ページ 品番/商品名 アイテム 内容 変更前 変更後

FOSCARINI 21 Twiggy floor フロアスタンド ランプ仕様変更 ＊LED電球交換可（別売） LED電球交換不可

Fabbian 34 Aerostat F27 B01 19/24/41 テーブルスタンド ランプ仕様変更 ⽩熱球（E26） 40W×1 LED電球（E17） 40W形×1

Fabbian 34 Aerostat F27 B03 19/24/41 テーブルスタンド ランプ仕様変更 ⽩熱球（E26） 60W×1 LED電球（E26） 60W形×1

CONTARDI 52 Cloche シリーズ 全アイテム カラー変更 white cotton + grey trim white cotton + black trim

CONTARDI 54 Coconette wall AP ブラケット カラー名称変更 oper grey / oper brown  light grey shantung  /  bronze shantung 

CONTARDI 60,61 Quadra シリーズ 全アイテム カラー名称変更 oper grey / oper brown  light grey shantung  /  bronze shantung 

Catellani&Smith 118 Stchu-Moon 02 400 ペンダント 重量変更 5kg 2kg

Catellani&Smith 118 Stchu-Moon 02 600 ペンダント 重量変更 8kg 3.5kg

pallucco 121 Fortuny petite フロアスタンド ランプ仕様変更 耐震電球（E39） 300W×1 LED電球（E26） 100W形×1

pallucco 128 Ring 60 ペンダント サイズ変更 φ600 SH390 H2000 (max) φ600 SH250 H2000 (max)

pallucco 128 Ring 80 ペンダント サイズ変更 φ800 SH390 H2000 (max) φ800 SH250 H2000 (max)

PARACHILNA 156 Aballs wall/ceiling A Ⅱ gr ブラケットシーリング 仕様・重量変更 ブラケットシーリングタイプ / Weight:1.6kg シーリングタイプ / Weight:3.5kg
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matt light grey matt white / glossy white / matt black / glossy black

nickel+leather (caramel) nickel / nickel+leather (dark)

nickel+leather (caramel) nickel / nickel+leather (dark)

matt white bronze (inside: gold)

matt light grey

nickel+leather (caramel) nickel / nickel+leather (dark)

→

nickel+leather (caramel) nickel / nickel+leather (dark)

nickel+leather (caramel) nickel / nickel+leather (dark)

→

→

→

→

→

→

matt white / glossy white / matt black / glossy black

matt light grey matt white / glossy white / matt black / glossy black

廃番⾊ 継続⾊

oper grey + white trim white + oper grey trim
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本ゼネラルカタログにおいて、下記の通り廃番商品・仕様変更がございましたのでお知らせ致します。ご迷惑をおかけしますが、ご確認のうえ商品をご検討くださいますよう
お願い申し上げます。

現在の状況
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取扱終了
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