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個人のお客様のお問い合わせ先
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http://www.sekisui-designworks.co.jp

在庫・納期につきましては、商品により異なりますので、

随時納期確認をお願いします。

表示サイズは製品により実物と多少の誤差を

生じることがありますのでご了承ください。

商品改良のため、予告なく仕様の変更を

行うことがありますのでご了承ください。

掲載商品は印刷上、色や質感において

実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

掲載価格及び仕様は、2019 年５月現在のものです。
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Bordeaux

Navyblue

Dark green

GORIKI ISLAND

ドアから離れた場所にインターホンを設置できるので、訪問者との程よい距離を保つ事ができます。

デザインポストとの調和を考えて作られた、余分な装飾のないミニマルでスタイリッシュなデザイン。
bobi と相性の良い丸い柱（ピラー）を軸に、真鍮製のマリンランプを添えた
ネオアンティークな門柱。背面には屋外用コンセントも装備し、
使いやすさと美しいデザインを両立した機能門柱。 POINT海原に立つ灯台をイメージさせてくれるゲートピラー

施工イメージ
シリーズ名はフィンランド語で海を意味する Meri から戴いています。

image photo

写真は開発中のモデルの為、実際の商品とは細部が若干異なる場合があります。　施工には基礎工事と配線工事が必要ですので、各製品の取扱説明書とともに専門業者様に依頼してください。

Meri series
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Sopo

Varo

Sopo

Varo
SPK1000

インターホンは別途、気に入ったモデルをご購入ください。Meri p には一般的なサイズでネジ穴が

開けてあります（ネジピッチ 83.5mm）　本体の加工なく、ほとんどのインターホンが取付可能です。

加工が必要な場合でもドリル等で簡単に加工できます。

Meri series

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,800 IIA71A

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,800 IIA71B

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,800 IIA71C

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,800 IIA71D

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,800 IIA71E

価格（税抜・送料別） 品番

￥29,500 IIA72A

価格（税抜・送料別） 品番

￥29,500 IIA72B

価格（税抜・送料別） 品番

￥29,500 IIA72C

価格（税抜・送料別） 品番

￥29,500 IIA72D

価格（税抜・送料別） 品番

￥29,500 IIA72E

価格（税抜・送料別） 品番

￥38,000 IIA73A

価格（税抜・送料別） 品番

￥38,000 IIA73B

価格（税抜・送料別） 品番

￥38,000 IIA73C

価格（税抜・送料別） 品番

￥38,000 IIA73D

価格（税抜・送料別） 品番

￥38,000 IIA73E

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,000 IIA70A

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,000 IIA70B

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,000 IIA70C

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,000 IIA70D

価格（税抜・送料別） 品番

￥30,000 IIA70E

価格（税抜・送料別） 品番

￥3,800 700830

価格（税抜・送料別） 品番

￥98,000 IIA74A

価格（税抜・送料別） 品番

￥98,000 IIA74B

価格（税抜・送料別） 品番

￥98,000 IIA74C

価格（税抜・送料別） 品番

￥98,000 IIA74D

価格（税抜・送料別） 品番

￥98,000 IIA74E

Bordeaux Dark green White RedNavy blue
ネイビーブルー ボルドー ダークグリーン ホワイト レッド

ネイビーブルー ボルドー ダークグリーン ホワイト レッド

ネイビーブルー ボルドー ダークグリーン ホワイト レッド

ネイビーブルー ボルドー ダークグリーン ホワイト レッド

ネイビーブルー ボルドー ダークグリーン ホワイト レッド

メリピラリ

ソポ

バロ

ピート

⾼さを抑えたロータイプのランプ

スタンダードなサイズの存在感あるランプ

傘付きの愛らしいデザインで⼈気のランプ
Meri pとの接続⽤ピラーと⼀体型

真鍮製のプレートに刻印した表札
専⽤の吊り下げアームが付属

ベースとなる⾨柱ピラー本体
屋外コンセントが標準で付属します。

[ サイズ ]　φ119 x H109
[ 材質 ]　　真鍮製

[ ランプ ]   LED ユニット 1.4W

[ サイズ ]　φ119 x H175
[ 材質 ]　　真鍮製

[ ランプ ]   LED 電球 5W  E26

[ サイズ ]　W136 x H200 x D269
[ 材質 ]　　真鍮製・スチール製

[ プレートサイズ ]　W180 x H75　1.5mm厚
アーム全長　250mm

[ 材質 ]　　真鍮製

[ サイズ ]　φ114 x H1900( 埋設部 350 含む） 

[ 材質 ]　　スチール製

[ 重量 ]　　約 9.5kg

[ グローブ ]   クリアガラス
[ ランプ ]   ミニ LED 電球 2W  E17
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対応インターホン

Meri p
価格 ￥98,000

Sopo
価格 ￥30,800

Meri p
価格 ￥98,000

Sopo
価格 ￥30,800

ネームプレート

価格 ￥30,000

Meri p　
価格 ￥98,000

Varo
価格 ￥29,500

Meri p
価格 ￥98,000

Varo
価格 ￥29,500

ネームプレート
価格 ￥30,000

Meri p
価格 ￥98,000

Pete
価格 ￥38,000

Meri p
価格 ￥98,000

Pete
価格 ￥38,000

ネームプレート
価格 ￥30,000

インターホンは別途ご購入ください。

薄型で人気の大型ドアホン　
Panasonic  VH556L の取付けも対応

Panasonic、アイホンなど取付けネジピッチ 83.5mmの
インターホンが、本体加工なく取付可能です。

表札オプション

門柱ピラー　+ 　照明　+　表札※カラー、照明、表札有無をお選び下さい。

表札のフォントは 3種類からお選びください。

表裏両面に刻印可能です。裏面には記念の日付などを刻印できます。

YAMASAKI
Yamasaki

YAMASAKI
Yamasaki

17.05.2019

YAMASAKI
Yamasaki 17.05.2019

17.05.2019

個性的な 3種類のマリンランプと組み合わせる事ができ、表札の有り無しもお選びいただけます。
人気のポスト「bobi シリーズ」と同じ 5色のカラーを用意しました。デザインポストとの組合せに最適な機能門柱です。

オプションの表札プレートは、真鍮を磨いたシンプルな仕上げ、
ゆっくりと時を刻みながら、アンティーク調の色合いに変色します。

表札有り 表札有り表札有り

- Gate pillar -
メリシリーズ     - ゲートピラー -

ミニマルなデザインのシンプルな円柱にインターホンとランプを取付けた新しい形の門柱。組み合せる
ゴーリキアイランド社のランプは、マリンランプらしいインダストリアルな構造を持ちながら、柔らか
なフォルムのデザインが特徴。北欧デザインのポストと自然に調和する機能性のある門柱です。

名称はフィンランド語で海と柱を意味する
Meri と Pilari に由来します。

※Meri series 製品は粉体塗装を施しています。製造工程上、塗装の一部にピンホールが発生している場合がございます。予めご了承下さい。

Meri p 
A. ゴシック

B. ローマン

C. オプティマ

インターホン取付部サイズ

［表面処理］
75

180

表面：鏡面磨き仕上げ
裏面：ナチュラル仕上げ

230200

57

200

114

正面 側面

［カラー］　シャンパンブロンズ

Panasonic 
屋外コンセント WK4602

付属品

表札プレートNameplate

Pete

Meri p & Sopo

写真のフォントはローマンです

Meri p & Varo Meri p & Pete

Sopo と Varo は単体でもガーデンランプとして使用可能です。

※セット品番でのご注文は個人のお客様が対象になります。

[ グローブ ]  乳白色くもりガラス

[ グローブ ]  乳白色くもりガラス

地面に突き刺して設置できる
スパイクオプション

Sopo と Varo を芝生の上にも設置できる

※ランプ本体のカラーは「真鍮磨き仕上げ」が共通となります。
     真鍮製品特有の表面の変色があります。

※プレート部は真鍮製品特有の表面の変色があります。

刻印スペース

MS01NV
セット品番

MS01BD

MS01DG

MS01WH

MS01RD

MS11NV
セット品番

MS11BD

MS11DG

MS11WH

MS11RD

MS02NV
セット品番

MS02BD

MS02DG

MS02WH

MS02RD

MS12NV
セット品番

MS12BD

MS12DG

MS12WH

MS12RD

MS03NV
セット品番

MS03BD

MS03DG

MS03WH

MS03RD

MS13NV
セット品番

MS13BD

MS13DG

MS13WH

MS13RD

門柱と同じカラーでトータルコーディネートが楽しめます。

詳細説明
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05 06

Plan 4 [Meri series(Sopo)]

照明 Sopo P.03
表札 Nameplate

Sopo ソポ Varo バロ Pete ピート

※Meri series のマリンランプをお選び下さい

※５色のカラーよりお選び下さい

※５色のカラーよりお選び下さい

※マリンランプをお選び下さい（左ページ参照）

北欧デザインポスト bobi と並べると、まるで灯台の灯りの下で家を守る門番のような姿に。 留守が多いお宅でも安心の組み合わせ。主人に代わってゲストを迎える家の顔になります。

P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi Cargo&bobi round P.08,07

Plan 1 [Meri series(Sopo)]

照明 Sopo P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi&bobi round P.07

Plan 2 [Meri series(Varo)]

照明 Varo P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi&bobi round P.07

Plan 3 [Meri series(Pete)]

照明 Pete P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi&bobi round P.07

Plan 5 [Meri series(Varo)]

照明 Varo P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi Cargo&bobi round P.08,07

Plan 6 [Meri series(Pete)]

照明 Pete P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi Cargo&bobi round P.08,07

価格（税抜・送料別） ￥265,300

ME04NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME04BDボルドー

ME04DGダークグリーン

ME04WHホワイト

ME04RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥215,300

ME01NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME01BDボルドー

ME01DGダークグリーン

ME01WHホワイト

ME01RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥214,000

ME02NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME02BDボルドー

ME02DGダークグリーン

ME02WHホワイト

ME02RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥222,500

ME03NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME03BDボルドー

ME03DGダークグリーン

ME03WHホワイト

ME03RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥264,000

ME05NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME05BDボルドー

ME05DGダークグリーン

ME05WHホワイト

ME05RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥272,500

ME06NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME06BDボルドー

ME06DGダークグリーン

ME06WHホワイト

ME06RDレッド

bobi Cargo Plan

Combination Item

宅配ボックス付き郵便ポスト bobi Cargo を組み合わせたセットプランbobi Plan 人気の郵便ポスト bobi を組み合わせたセットプラン

bobi
&

bobiround

bob
&

bbobiro
Meri seriesMeri seriesMeri series

bobi Cargo
&

bobiround

表札
門柱
ポストポ

カ

ネ

ボル

ダ

ホ

レ

Carggo
&
roundd

Meri seriesMeri seriesMeri seriesSopoSopo

SopoSopo

VaroVaro

VaroVaro

PetePete

PetePete

※セット品番でのご注文は個人のお客様が対象になります。
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Plan 4 [Meri series(Sopo)]

照明 Sopo P.03
表札 Nameplate

Sopo ソポ Varo バロ Pete ピート

※Meri series のマリンランプをお選び下さい

※５色のカラーよりお選び下さい

※５色のカラーよりお選び下さい

※マリンランプをお選び下さい（左ページ参照）

北欧デザインポスト bobi と並べると、まるで灯台の灯りの下で家を守る門番のような姿に。 留守が多いお宅でも安心の組み合わせ。主人に代わってゲストを迎える家の顔になります。

P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi Cargo&bobi round P.08,07

Plan 1 [Meri series(Sopo)]

照明 Sopo P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi&bobi round P.07

Plan 2 [Meri series(Varo)]

照明 Varo P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi&bobi round P.07

Plan 3 [Meri series(Pete)]

照明 Pete P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi&bobi round P.07

Plan 5 [Meri series(Varo)]

照明 Varo P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi Cargo&bobi round P.08,07

Plan 6 [Meri series(Pete)]

照明 Pete P.03
表札 Nameplate P.03
門柱 Meri p P.03
ポスト bobi Cargo&bobi round P.08,07

価格（税抜・送料別） ￥265,300

ME04NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME04BDボルドー

ME04DGダークグリーン

ME04WHホワイト

ME04RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥215,300

ME01NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME01BDボルドー

ME01DGダークグリーン

ME01WHホワイト

ME01RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥214,000

ME02NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME02BDボルドー

ME02DGダークグリーン

ME02WHホワイト

ME02RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥222,500

ME03NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME03BDボルドー

ME03DGダークグリーン

ME03WHホワイト

ME03RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥264,000

ME05NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME05BDボルドー

ME05DGダークグリーン

ME05WHホワイト

ME05RDレッド

価格（税抜・送料別） ￥272,500

ME06NV
セット品番カラー

ネイビーブルー

ME06BDボルドー

ME06DGダークグリーン

ME06WHホワイト

ME06RDレッド

bobi Cargo Plan

Combination Item

宅配ボックス付き郵便ポスト bobi Cargo を組み合わせたセットプランbobi Plan 人気の郵便ポスト bobi を組み合わせたセットプラン

bobi
&

bobiroundbob
Meri seriesMeri seriesMeri series

bobi Cargo
&

bobiround

表札
門柱
ポストポ

カ

ネ

ボル

ダ

ホ

レ

Carggo
&
roundd

Meri seriesMeri seriesMeri seriesSopoSopo

SopoSopo

VaroVaro

VaroVaro

PetePete

PetePete

※セット品番でのご注文は個人のお客様が対象になります。



bobi Cargobobi
ボビカーゴボビ

フィンランド　bobi 社の宅配ポスト「bobi Cargo（ボビ カーゴ）」は、上段にポスト、下段に
宅配ボックスという１台２役の機能を備えた多機能宅配ポスト。宅配錠は、電気不要のメカ式
を採用。不要なランニングコストはかかりません。人気の bobi ポストの基本シルエットはその
ままに宅配ボックス機能をプラスいたしました。

フィンランド生まれの郵便ポスト bobi シリーズ。長方形に半円を加えた特徴的なフォルム
は、ふんわりと丸く積もった雪からヒントを得たもの。自然との共生のなかで生まれた北欧
デザインならではの親しみやすさを感じます。

07 08

価格（税抜・送料別）

価格（税抜・送料別）

￥21,500

￥4,500

AAH05B
品番カラー

ネイビーブルー

AAH006
品番

価格（税抜・送料別）
￥4,500 AAH004

品番

価格（税抜・送料別）
￥35,000 AAH04A

品番 価格（税抜・送料別）
￥35,000 AAH07A

品番価格（税抜・送料別）
￥35,000 AAH41A

品番 価格（税抜・送料別）
￥35,000 AAH06A

品番価格（税抜・送料別）
￥35,000 AAH05A

品番

価格（税抜・送料別）
￥85,000 AAH04L

品番

宅配ボックス
宅配ボックスの有効寸法
W230×H410×D310 ㎜

標準：シリンダー錠

シリンダー錠仕様 ( 標準 )
上段のみオプションでボビレバー、ダイヤル錠
に変更可能です。

郵便物投函口

投函口サイズはW265×H38 ㎜
ここから配達業者様が不在票を投函
します。

プッシュボタン錠

電気不要のメカ式プッシュボタン錠。
不要なランニングコストはかかりま
せん。
暗証番号もお好みの番号に設定可能。

取出し口 ( 上部 )

ダイヤル錠(オプション品)
※詳細は左ページを参照

ボビレバー(オプション品)

3 枚付属

価格（税抜・送料別）
￥85,000 AAH07L

品番価格（税抜・送料別）
￥85,000 AAH41L

品番 価格（税抜・送料別）
￥85,000 AAH06L

品番価格（税抜・送料別）
￥85,000 AAH05L

品番

AAH41Bボルドー

AAH06Bダークグリーン

AAH04Bホワイト

AAH07Bレッド

ネイビーブルー ボルドー ダークグリーン ホワイト レッド

Lock ロック

ダイヤル錠

bobi round

Navy blue Dark greenBordeaux RedWhite

ネイビーブルー ボルドー ダークグリーン ホワイト レッド
Navy blue Dark greenBordeaux RedWhite

ボビラウンド

bobi Option ボビとボビカーゴに対応します

※お客様ご自身での交換となります。

[ サイズ ]　本体：W320×H500×D210mm 　
　　　　　投函口：W265×H38mm

[ 材質 ]　   スチール製

[ 重量 ]　   約 6kg

[ 付属品 ]   取付金具、 （３枚）

[ 付属品 ]   非常解錠キー１本、はんこケースセット、郵便ポスト用 ３枚

詳細説明

[ サイズ ]　本体：W320×H800×D350mm　投函口：W265×H38mm 　
　　　　　宅配ボックス有効寸法：W230×H410×Ｄ310mm

[ 材質 ]　   スチール製

[ 重量 ]　   約 12kg

【寸法図】

【寸法図】【投函・取出】

前入れ前出し

側面 正面

側面 正面

詳細説明

ボビポスト共通専用ポール。同色使いで統一感を持たせて美しくコーディネートできます。

[ サイズ ]　W409×H1650×φ38mm
　　　　　( 埋設部含む）

[ 材質 ]　   スチール製

[ 重量 ]　   約 5kg

詳細説明

詳細説明

ボビレバー

詳細説明
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BH1000MINI series

- Deck Light -
ブラックシリーズ 　- デッキライト -

白い壁にクールに映えるブラックシリーズは、エッジの部分を少しだけ剥ぎ取ることで、素材である真鍮部分を
露出させたアンティーク調のブラック仕上げ。単純な黒では味わえない深みを感じるカラーです。

マリンランプの常識を覆す、スモークガラスの発売です。　ガラス製造時に染料を混ぜて作られたセードは、

高い透明感を維持しながら、クールに黒く染まっています。強烈な個性を演出してくれるオプションパーツです。

BH1000BK

価格（税抜・送料別）

クリアガラス

クリアガラス

￥4,000

[ 材質 ]  スモークガラス
[ サイズ ]　φ94 x H132

BH1000MINI BK
価格（税抜・送料別）グローブ

ベイビー

チップス バロ

ユーリ ソポ

スパイクオプション

ピック ポーサー

キャニム ガッド クッカ

ピート

リッキー

リルヤ

パルム ピー

パルム

シエニ

クリアガラス

くもりガラス

くもりガラス

くもりガラス クリアガラス くもりガラス

クリアガラス

くもりガラス

クリアガラス

クリアガラス

クリアガラス クリアガラス

くもりガラス

くもりガラス

くもりガラス

クリアガラス くもりガラス

クリアガラス くもりガラス

クリアガラス

クリアガラス

くもりガラス

くもりガラス

￥18,500 750023

￥18,500 750031
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　φ88 x H133
[ 重量 ]   約 0.7kg
[ ランプ ]   ミニ LED 電球 2W E17
［オプション］ スモークガラス対応

BH1010MINI BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥21,500 750107

￥21,500 750116
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　φ88 x H133
[ 重量 ]   約 0.8kg
[ ランプ ]   ミニ LED 電球 2W E17
［オプション］ スモークガラス対応

BH1000SLIM BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥21,500 750045

￥21,500 750054
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　φ88x H165
[ 重量 ]   約 0.8kg
[ ランプ ]   シャンデリア型 LED 5W E17
［オプション］ スモークガラス対応

BR5000BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥26,000 700353

￥26,000 700354
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　W130 x H193 x D172
[ 重量 ]   約 1.6kg
[ ランプ ]   LED 電球 5W E26
［オプション］  スモークガラス対応

BR5060BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥32,500 700682

￥32,500 700685
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　W204 x H235 x D265
[ 重量 ]   約 2.1kg
[ ランプ ]   LED 電球 5W E26
［オプション］  スモークガラス対応
                           人感センサーユニット対応予定

BR6000A  BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥38,500 750366

￥38,500 750375
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　W106 x H310 x D210
[ 重量 ]   約 2.4kg
[ ランプ ]   LED 電球 5W E26
［オプション］  スモークガラス対応
                           人感センサーユニット対応予定

P6000BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥39,000 700667

￥39,000 750501
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　φ106 x H210 + チェーン 1000mm
[ 重量 ]   約 2.4kg
[ ランプ ]   LED 電球 5W E26
［オプション］  スモークガラス対応

BR1760BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥28,000 700465

￥28,000 750250
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　W136 x H170 x D190
[ 重量 ]   約 1.0kg
[ ランプ ]   ミニ LED 電球 4W E17
［オプション］  スモークガラス対応
                           人感センサーユニット対応予定

BR1700BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス ￥26,000 700476

[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス
[ サイズ ]　W150 x H210 x D180
[ 重量 ]   約 0.9kg
[ ランプ ]   シャンデリア型 LED 5W E17
［オプション］ スモークガラス対応 
                           人感センサーユニット対応予定

[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス
[ サイズ ]　W120 x H180 x D160
[ 重量 ]   約 0.8kg
[ ランプ ]   シャンデリア型 LED 5W E17
［オプション］  人感センサーユニット対応予定

BR1710BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス ￥26,000 700477

[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  泡入りクリアガラス
[ サイズ ]　W136 x H185 x D190
[ 重量 ]   約 0.9kg
[ ランプ ]   ミニ LED 電球 4W E17
［オプション］  人感センサーユニット対応予定

BR1771BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス ￥27,500 750266

[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  くもりガラス
[ サイズ ]　W130 x H125 x D172
[ 重量 ]   約 1.3kg
[ ランプ ]   LED ユニット 1.4W
［オプション］  スモークガラス対応

BR5000SHORT BK
価格（税抜・送料別）グローブ

くもりガラス ￥27,000 750517

BH1000LOW BK

スモークガラス　1000

価格（税抜・送料別）

￥3,000

[ 材質 ]  スモークガラス
[ サイズ ]　φ70 x H98

スモークガラス　1000MINI

価格（税抜・送料別）グローブ

くもりガラス ￥24,000 700582 750125

IIA80A

[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　φ119 x H109
[ 重量 ]   約 1.1kg
[ ランプ ]   LED ユニット 1.4W
［オプション］ スモークガラス・スパイク対応
                           人感センサーユニット対応予定

BH1010LOW BK

SPK1000価格（税抜・送料別）グローブ

くもりガラス ￥30,800
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　φ119 x H175
[ 重量 ]   約 1.4kg
[ ランプ ]   LED ユニット 1.4W
［オプション］ スモークガラス・スパイク対応
                           人感センサーユニット対応予定

BH1010BK
価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥29,500 750080

￥29,500 750089
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　φ119 x H175
[ 重量 ]   約 1.7kg
[ ランプ ]   LED 電球 5W E26
［オプション］ スモークガラス・スパイク対応
                           人感センサーユニット対応予定

小型のランプを使ったミニマムサイズのマリンライト

Bracket light small size 小型のランプを使ったスモールサイズのポーチランプ

ガラスセードをクリアなスモークグラスに交換することで、

ガラス内部をマスキングしながらもクールでクリアな印象が際立ちます。

マリンランプらしい傘と十文字のマスクが特徴のランプ BR1760

泡入りガラスは点灯させると泡の部分が星の様に輝き、
美しい紋様を壁に描きます。

ペンダントライト

オプション

軒下などの雨が直接当たらない屋外で
吊り下げてお使いいただけます。

地面に突き刺して設置できる
スパイクオプション

※ BH1000MINI シリーズには対応しません。

Bracket light middle size Pendant light 

Option 

普通電球サイズのランプ使ったミドルサイズのポーチランプ

BH1000 & 1010 普通電球サイズのランプを使ったスタンダードサイズのマリンライト

BH1000LOW & 1010LOW BH1000 をベースに高さを抑えたローデザインのマリンライト

Smorkglass option
スモークガラス　オプション

泡入りクリアガラス

品番

品番

品番

IIA80C
品番

品番

品番 品番

品番価格（税抜・送料別）グローブ

クリアガラス

くもりガラス

￥23,300 700206

￥23,300 700207
[ 材質 ]  真鍮
[ 仕上げ ]  アンティークブラック
[ グローブ ]  クリアガラス、乳白色くもりガラス
[ サイズ ]　φ119 x H175
[ 重量 ]   約 1.4kg
[ ランプ ]   LED 電球 5W E26
［オプション］ スモークガラス・スパイク対応
                           人感センサーユニット対応予定

品番

対応ランプ
BH1000・BH1010・BR5000
BR5060・BR6000A・P6000

対応ランプ
BH1000・BH1000LOW・BH1010・BH1010LOW

対応ランプ　
BH1000MINI・BH1010MINI・BR1760

価格（税抜・送料別）

￥3,800

[ 材質 ]  ステンレス製・マットブラック塗装
[ サイズ ]　φ80 x H170

700830
品番

価格（税抜・送料別）

￥3,900

[ 材質 ]  スモークガラス
[ サイズ ]　φ94 x H70

スモークガラス　1000LOW

IIA80B
品番

対応ランプ　
BH1000LOW・BH1010LOW
BR5000SHORT

価格（税抜・送料別）

￥3,500

[ 材質 ]  スモークガラス
[ サイズ ]　φ70 x H130

スモークガラス　1000SLIM

IIA80D
品番

対応ランプ　BH1000SLIM

価格（税抜・送料別）

￥4,000

[ 材質 ]  スモークガラス
[ サイズ ]　φ120 x H110

スモークガラス　1700

IIA80E
品番

対応ランプ　BR1700
※1700 はスモークペイントガラスになります。

Black series

詳細説明
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