品番 :6829-0749CRYS
品名 :CRYSTAL HALO CHANDELIER 72"
サイズ:Φ1829 H254 (H1500-2950mm)
詳細 :83.5kg, CLEAR GLASS

品番 :6829-0537IRON
品名 :HARLOW CRYSTAL CHANDELIER 31"
サイズ:Φ781 H445 chain1829 mm
詳細 :42kg

品番 :#6714003
品名 :FONTANELLE LINEAR CHANDELIER 54"
サイズ:W1370 D295 H520 mm
詳細 :18kg 仕上げ色：Polished Nickel

品番 :#6714003の塗装色
品名 :
サイズ:
詳細 :

品番 :#6714006
品名 :PAUILLAC LINEAR CHANDELIER 49"
サイズ:W1245 D286 H140 mm
詳細 :23kg

品番 :#6714006の詳細画像
品名 :
サイズ:
詳細 :

品番 :#6714009
品名 :BOULE DE CRISTAL LINEAR CLUSTER CHANDELI
サイズ:
詳細 :14灯

品番 :#6714009の詳細画像
品名 :
サイズ:
詳細 :

品番 :#6714007
品名 :MACHINIST GLASS GLOBE PENDANT
サイズ:W356 D356 H500 mm
詳細 :6.4kg

品番 :#6714008
品名 :MACHINIST GLASS FUNNEL PENDANT 14"
サイズ:W356 D356 H440 mm
詳細 :6.4kg

品番 :#6714016
品名 :GLASS GLOBE MOBILE CHANDELIER 46"
サイズ:W1168 D889 H889-1790 mm
詳細 :11.5kg

品番 :#6714011
品名 :SCONCE W／METAL SHADE
サイズ:S:Φ230 D230-534 H230 mm
詳細 :

品番 :6804-0967PN
品名 :WILSHIRE SINGLE SCONCE
サイズ:W127 D177 H305 mm
詳細 :

品番 :#6714002
品名 :METRO RAILWAY SNG SCONCE BRZ
サイズ:W120 D195 H220 mm
詳細 :

品番 :6845-0587SNCK
品名 :HEMISPHERE SCONCE
サイズ:W225 D270 H310 mm
詳細 :

品番 :6845-0534PN
品名 :EDISON GLASS TALL SCONCE
サイズ:W127 D102 H432 mm
詳細 :Steel, Glass、0.9ｋｇ

品番 :6845-0277ALBZ
品名 :EDISON GLASS SCONCE
サイズ:W127 D102 H324 mm
詳細 :Steel, Glass

品番 :6845-0845VSTL
品名 :GRAND EDISON PERFORATED METAL SCONCE
サイズ:W130 D130 H460 mm
詳細 :2.5kg

品番 :#6714010
品名 :ASCENSEUR 2LGT SCONC
サイズ:W120 D95 H337 mm
詳細 :6.4kg

品番 :#6714010の詳細画像
品名 :
サイズ:
詳細 :

品番 :#6714012
品名 :D'OLERON SINGLE SCONCE
サイズ:W178 D140 H508 mm
詳細 :BURNISHED BRUSHED ALUMINUM、8.6kg

品番 :#6714012の詳細画像
品名 :
サイズ:
詳細 :

品番 :6803-0585BRZ
品名 :D'OLERON BOX SCONCE
サイズ:W178 D197 H514 mm
詳細 :11.4kg Aluminum, Glass

品番 :6803-0585BRZの詳細画像
品名 :
サイズ:
詳細 :

品番 :#6714013
品名 :MODERN PICTURE LIGHT GRAND SCONCE
サイズ:W610 D220 H120 mm
詳細 :

品番 :#6714013の詳細
品名 :
サイズ:
詳細 :

品番 :6845-0043ABRS
品名 :MODERN PICTURE LIGHT GRAND SCONCE
サイズ:W762 D230 H120 mm
詳細 :Brass, Metal

品番 :6845-0941BRZ
品名 :DAVID PICTURELIGHT SCON 12IN BRZ
サイズ:W305 D140 H95 mm
詳細 :

品番 :#6714014
品名 :PENTAGON PICTURE LIGHT 42"
サイズ:W1065 D220 H260 mm
詳細 :

品番 :#6714014の詳細画像
品名 :
サイズ:
詳細 :

品番 :#6714015
品名 :FORTUNY STUDIO 63 FLOOR LAMP
サイズ:Φ622 H1962-2197 mm
詳細 :

品番 :6845-0849IRON
品名 :
サイズ:W210 D240 H270 mm
詳細 :2kg

品番 :6808-0324
品名 :
サイズ:W330 D330 H810 mm
詳細 :ガラスカバー付き 9kg

品番 :1621-5190-3
品名 :PANEL CIRCA GOLD
サイズ:W1135 D65 H800 mm
詳細 :3kg
縦掛け可能

品番 :1621-5190-3の詳細画像
品名 :
サイズ:
詳細 :

