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www.anrec-official.com

01

時代を経ても古びないものを。
スタンダードの中にアイデアを。
風景に溶け込むように
確かにそこに存在している。
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こうあるべきという時代は終わり、
人々は「らしさ」を見つけられる世の中へ
変わろうとしています。
だからこそ「awaited」
私たちは人々が待ち望んだものを
形にしていきます。
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空 間 に 浮 遊 す る 唯 一 の イ ン テ リ ア 、そ れ が 照 明 。
照らすという本来の目的とは別に空間の印象を左右する。
それはまるで絵画を選ぶようなアートな一面を持ち合わせます。
私たちの商品の多くは表現豊かに、そしてシルエットにこだわりを持ちます。
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多くの人は夜でも昼と変わらない
煌々と照らされる光のもと生活しています。
anrec はそれらに比べて
陰影が出来るような灯りを大切にします。
いくつかの灯りを重ね、必要な光を補うことで
今まで知らなかった夜の楽しさを体験することが出来ます。
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奇をてらったような、空間を損ねるものは作りません。
私たちが作っているのは、人がその風景に心地よさや
美しさを感じるような空間そのものです。
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L I G H T I N G
C O L L E C T I O N
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ARC-B036

Voisin-pendant

CH

ボアザン ペンダントライト

¥ 18,000+tax

ARC-B031

Bouteille-Fer-pendant

LBR

広く緩やかな斜 線を描くあるボアザン。

WH

他にはないシルエットや配色が印象的。シックなインテリアや木目のインテリアとも相性が良く、

ブテイユ・ファー ペンダントライト

また広 配 光になる設 計をしており、1 灯でも光を広い角度に拡 散することが可 能です。

¥ 16,000 + tax
DG

アルコールのボトルデザインを照明のヒントに考えられたブテイユシリーズ。
ビ ーチ材でボトルトップを表 現することで、普 遍 的に愛されてきた傘 型 ペン

BK

ダントにこれまでなかった新しいスタンダードを提案します。

※白熱 球 使用不 可
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ARC-B043

Larme-wall
ラルム ウォールライト

¥ 13,800 + tax

艷やかなセードを使ったウォールライト。
可 愛らしさの中に上 品さがある照 明です。
ARC-B044

フレームは左右に各3 0 度ずつ回転する

Delicia-table

仕 様になっており、必 要なときに手 元を照
らすなど機 能 性も兼ね備えています。

デリシア テーブルライト
※取付には電気工事が必要です

¥11,000 + tax

WH

BK

デリシアの持つ華 奢でクラシカルな雰 囲 気はそのままに、
「どこでも置ける」をコンセプトにコンパクトな設 計を行っています。
ソケットはE2 6 仕 様となっており、小さいながらしっかり灯りを補えます。
MI

CL
※トグルスイッチでON／OFF可能
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ARC-B028

ARC-B006

Seulement-ceiling

Giverny-ceiling

セルモ シーリングライト

ジベルニー シーリングライト

¥8,000 + tax

¥ 28,000 + tax

AC

点灯切替可能

WH

アンティーク家具などで使われるモールガラスをシェードに採用し、

南 欧の老 舗ホテルの一 室に飾られているようなクラシカルな雰 囲 気 漂うジベルニー 。

放射線状に美しく広がる光を表現。シックなブラック、清潔感のあるホワイトに加え、

華 奢で丸みを帯びたフレームはどこか女 性 的 、球 状の乳白色ガラスの柔らかな光は、

ゴールドはホテルユースなどでもおすすめです。ポイントで照らしたい箇 所に最 適です。

明るく過ごせるだけでなく、癒やしの空 間へと導いてくれます。
GD

BK
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ARC-B032

Bouteille-Verre-pendant
ブテイユ・ヴェール ペンダントライト

¥13,400 + tax
CL

ガラスと木の組み合わせが可 愛いブテイユ・ヴェール。
スタンダードなクリアと、細かな気 泡が散りばめられたクリアバブル、
それぞれ違った表 情を持ち、灯りをつけていないときでも絵になるペンダントライトです。

ARC-B046

Allure-pendant
アルーア ペンダントライト

CB

※白熱球使用不可

BK

¥13,000 + tax

フォルムの良さが特徴のアルーア。
マット塗装のブラックにスラッとのびた真 鍮 製のパーツ、またワンポイントの飾りネジ、
色気を感じるシルエット仕上がりました。シックで高 級 感のある風 合いはホームユースのみならず、
飲食店やホテルなどでも使えるペンダントライトです。
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WH

ARC-B015

Schnart-ceiling
シュナール シーリングライト

BK

¥19,200 + tax
ARC-B022

Cache-Cache-pendant
カシュカシュ ペンダントライト

パイプを連 想させるミニマルなライト。

点灯切替可能

シンプルながら鋳型で成形された真鍮の輝きがアクセントとなり、
力強さと繊 細さが絶 妙なバランスで表 現されています。

BK

¥ 12,420 + tax

表 面はマット塗 装となっており質 感の良さを味わえます。
WH

カシュカシュとはフランス語で「かくれんぼ」を意 味します。
定番の形に現代的なフラットデザインの要素を織り交ぜ、フォルムの美しさを追 求しました。
また光源をできるだけ隠すことで、普段の生活にも馴染む照明となりました。

24

25

ARC-B048

Allure-pendant-3

アルーア ペンダントライト 3

¥29,000 + tax

3 灯タイプのアルーアペンダントライト。
明るさだけでなく、より洗 練された空 間へと変える存 在 感を
持っています。ダイニングのみならず、様々な場 所 、そして
用途で空 間を彩る演出に使うことができます。

ARC-B019

Histoire-floor
イストワール フロアライト

¥28,000 + tax
BK

無 垢のビーチ材を贅 沢に使ったイストワール。
ダークブラウンに赤みを混ぜたような風 合いのある仕 上げと、
麻 製ファブリックシェードの組み合わせは、上 質 感がありながらシンプルで、

BR

様々なテイストの空 間で使うことができます。
※フットスイッチでON／OFF可能
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ARC-B016

ARC-B021

Larme-pendant

Lemaire-pendant
ルメール ペンダントライト

¥ 8,640 + tax

アルミ特有の美しい光沢感のあるペンダントライトです。
古典的で柔らかな印象を与えるカーブと、現 代 的で強い意 志を感じるラインの
2種類を展開しています。小ぶりな設計のためスポットで使え、その場を華やかにしてくれます。

BK

ラルム ペンダントライト

CU

¥10,800 + tax
LI

MI

ラルムは「 涙 」をモチーフにしたガラスの照 明です。
もとはクリアガラスに吹き付けと言われる塗 装を施し、
美しい光 沢 感は残しながら表 情の違う3 種 類となりました。

CL

ころんっとした可 愛らしさが印 象 的なペンダントライトです。
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ARC-B024

Avenir-pendant

アヴニール ペンダントライト

¥8,280 + tax

天井からしずくが落ちてくるような不思議な雰 囲 気のペンダントライト。
圧迫感を感じない軽快な印象を持ち、多 灯にすることでより魅力を増します。
ガラスはフロストの加工をしており、淡く、優しい光が全 方 向に向けて広がります。

WH

BK

ARC-B001

Lemaire-ceiling

SI

ルメール シーリングライト

¥ 26,000 + tax

リモコン付属
（ ON / OFF・点 灯 切 替 ）

アルミ 真鍮 天然木、それぞれの素材をバランス良く組み合わせることで、
上 品な外 観に仕 上がり、また空 間 全 体のインテリアとも調 和します。
セードはそれぞれ角度 調 節が可 能でお好きな方 向に照らすことが出来ます。
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ARC-B009

ARC-B005

Delicia-stand

Marianne-pendant

デリシア スタンドライト

マリアンヌ ペンダントライト

¥20,800 + tax

BK

¥ 7,800 + tax
WH

デリシアは上 品で繊 細なシルエットをしています。

WH

BK

定 番 的な傘 型を、a n recスタイルにプロダクトしたマリアンヌ。

細部まで意匠を欠かさず、全体のバランスも考 慮された設 計 。

小ぶりで裸電球を見せる形状はそのままに、真鍮とブラウンコードなどの

クラシカルな印象を持ちますが、手の届きやすい位 置に

パーツの意匠にこだわった、雰囲気を楽しめるペンダントライトです。

トグルスイッチを付けるなど利便性も兼ね備えています。

※トグルスイッチでON／OFF可能
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ARC-B003

Anneau-pendant

34

ARC-B012

BK

WH

GY

Couleur-pendant

アヌー ペンダントライト

クルール ペンダントライト

¥ 7,800 + tax

¥ 7,440 + tax

BL

PI

アヌーはとんがり帽 子のような愛らしいフォルムに、

幾 何 学 模 様に彫られた陶 器のソケットペンダントライト。

それぞれのカラーに合わせたリングを付けることで大 人な一 面を持ち合わせています。

オブジェのようなデザインは照 明としての機 能 以 上に、空 間を彩るインテリアの一 部となってくれます。

ダイニングシーンなどでは多 灯吊りすることでより魅力を引き出すことができます。

表 面の凹凸により影の表 情が変わっていく様 子も楽しめます。

GY

WH
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ARC-B013

Rivoli-Ceiling
リボリ シーリングライト

¥30,000 + tax

AB

深みのあるブラウンカラーは特殊なメッキ加工を施し、

リモコン付 属
（ON/OF F・点灯切替）

風合いのある仕上がりとなりました。5本のアームから伸びる細長いシェードは、
現代的なフォルム。先端を乳白ガラスにすることで全方向に柔らかな光を拡 散します。

ARC-B002

Unvaried-pendant
アンバリッド ペンダントライト

¥ 12,000 + tax

存 在 感のあるドーム型のペンダントライト。インダストリアルからヒントを得た
意 匠をホームコーディネートに馴 染む形にリデザインしました。表 面は趣のあ
るマットな仕 上げになっており、真 鍮が差し色として引きたてています。

ARC-B018

Terre-pendant
テーレ ペンダントライト

¥24,000 + tax

BE

GR
点灯切替可能

ファブリック特 有の穏やかで優しい光のペンダントライト。
アースカラーを用いた生地には、細かなプリーツを施しており繊細な雰囲気を感じさせます。
またアクリルで下からでも直接電球が見えないような仕様となっております。
BK

WH
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ルメール シーリングライト

アンバリッド ペンダントライト

アヌー ペンダントライト

マリアンヌ ペンダントライト

ジベ ルニー シーリングライト

¥26,000+tax

¥12,000+tax

¥7,800+tax

¥7,800+tax

¥28,000+tax

Lemaire-ceiling

Unvaried-pendant

Anneau-pendant

Marianne-pendant

φ93

SI

φ78

88

φ160
375

900

SPEC
型番：ARC-B001

最大消費電力：180W（60W×3）

ANREC

重さ：約2.5kg

SPEC

素材：スチール・真鍮・アルミ・木材

素材：スチール・真鍮

スイッチ：リモコン(ON/OFF、3灯→2灯→1灯 → 常夜灯)

その他：コード調節可能

重さ：約1.2kg

JANCODE

INDEX

カラー：グレー/ブラック/ホワイト

最大消費電力：40W（40W×1）

スイッチ：なし

素材：スチール

重さ：約0.6kg

スイッチ：なし

カラー：ブラック/ホワイト

最大消費電力：60W（60W×1）

型番：ARC-B006

重さ：約0.8kg

カラー：アンティークコッパー

最大消費電力：240W（60W×4）

スイッチ：なし

オプション電球

SI：4589402232333

その他：コード調節可能

スイッチ：プルスイッチ(4灯-2灯-2灯-消灯)

LED電球 ¥598
（E26フロスト電球色）

JANCODE

オプション電球

JANCODE

オプション電球

BK：4589402232340
WH：4589402232357

LED電球 ¥598
（E26フロスト電球色）

GY：4589402232364
BK：4589402232388
WH：4589402232371

LED電球 ¥598
（E17フロスト電球色）

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

オプション電球

JANCODE
BK：4589402232517
WH：4589402232524

白熱電球 ¥260
（E17 フロスト）

オプション電球

JANCODE
AC：4589402232395

LED電球 ¥800
（E26 420lm）

LED電球 ¥598
（E26フロスト電球色）

白熱電球 ¥600
（E26 180lm）

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

白熱電球使用 天井高 240cm

白熱電球使用 天板との距離 85cm

白熱電球使用 天板との距離 70cm

LED 電球使用 天板との距離 80cm

白熱電球使用 天井高 240cm

デリシア スタンドライト

リボリ シーリングライト

シュナール シーリングライト

クルール ペンダントライト

ルメール ペンダントライト

テーレ ペンダントライト

¥20,800+tax

¥30,000+tax

¥19,200+tax

¥7,440+tax

¥8,640+tax

¥24,000+tax

Delicia-stand

Rivoli-ceiling

Schnart-ceiling

Couleur-pendant

Lemaire-pendant
100

WH

AB

230

GY

PI

φ160

1500

φ160

366

900

φ250

型番：ARC-B009

カラー：ブラック/ホワイト

最大消費電力：60W（60W×1）

重さ：約3.1kg

型番：ARC-B013

カラー：アンティークブラウン

最大消費電力：200W（40W×5）

重さ：約2.8kg

型番：ARC-B015

SPEC
カラー：ブラック/ホワイト

最大消費電力：240W（60W×4）

140

重さ：約1.2kg

型番：ARC-B012

SPEC
カラー：ピンク/ブルー/グレー/ホワイト

最大消費電力：60W（60W×1）

重さ：約0.3kg

素材：セラミック・スチール

スイッチ：トグルスイッチ(点灯→消灯)

スイッチ：リモコン(ON/OFF、5灯 →3灯 →2灯 )

スイッチ：プルスイッチ( 4灯-2灯-2灯 -消灯)

その他：コード調節可能（コードリール付属）

その他：コード長2.1ｍ

その他：シェード角度調節可能

その他：プルスイッチ脱着可能

LED電球 ¥1,080
（E26クリア電球色）

JANCODE
AB：4589402232647

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

オプション電球
LED電球 ¥598
（E17フロスト電球色）

JANCODE
BK：4589402232661
WH：4589402232654

スイッチ：なし

型番：ARC-B016

φ450

SPEC
カラー：カーブ/ライン

オプション電球
LED電球 ¥1,080
（E26クリア電球色）

JANCODE

オプション電球

PI：4589402232463
BL：4589402232456
GY：4589402232432
WH：4589402232425

LED電球 ¥1,080
（E26クリア電球色）

重さ：カーブ約0.5kg

ライン約0.3㎏

素材：ファブリック・スチール・アクリル

素材：アルミ・真鍮

スイッチ：なし

スイッチ：プルスイッチ( 4灯→ 2灯 →2灯 → 消灯)

JANCODE

光の広がり方

光の広がり方

白熱電球使用

白熱電球使用 天井高 240cm

LED 電球使用 天井高 240cm

LED 電球使用 天板との距離 75cm

重さ：約1.8kg

その他：コード調節可能、プルスイッチ脱着可能

オプション電球

CU：4582400725647
LI：4582400725654

白熱電球

LED電球 ¥598
（E26フロスト電球色）

JANCODE

オプション電球

BE：4582400725661
GR：4582400725678

光の広がり方

白熱電球使用 天板との距離 70cm

LED電球 ¥598
（E17フロスト電球色）
白熱電球 ¥260
（E17 クリア）

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

E26 シリカ ¥128

光の広がり方

カラー：ベージュ/グリーン

最大消費電力：160W（40W×4）

E26 ボール ¥600

光の広がり方

型番：ARC-B018

最大消費電力：60W（60W×1）

その他：コード調節可能

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

白熱電球 ¥260
（E17 フロスト）

GR

φ165

SPEC

素材：スチール・真鍮

オプション電球

173

620
SPEC

素材：スチール・ガラス

JANCODE

LI

φ60

900

BE

900
φ200

素材：スチール・布

BK：4589402232401
WH：4589402232418

100

85
800

SPEC

CU

150

256

BK

φ80
100

φ80

900

WH

BL

196
WH

Terre-pendant

φ80

BK

φ255

重さ：約3.6kg

素材：スチール・ガラス
その他：プルスイッチ脱着可能

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

38

SPEC

型番：ARC-B005
素材：スチール・真鍮

その他：コード調節可能

φ670

φ260
SPEC

型番：ARC-B003

その他：シェード角度調節可能

PRODUCT

47
φ173

カラー：ブラック/ホワイト

最大消費電力：60W（60W×1）

450
175

167

WH

φ160

900

WH

BK

SPEC

AC

88
BK

900

φ290
型番：ARC-B002

カラー：シルバー

GY

275

WH

φ93

89

900

BK

Giverny-ceiling

光の広がり方

白熱電球使用 天板との距離 100cm
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イストワール フロアライト

ラル ム ペンダントライト

カシュカシュ ペンダントライト

アヴニール ペンダントライト

セルモ シーリングライト

ブテイユ・ファー ペンダントライト

¥28,000+tax

¥10,800+tax

¥12,420+tax

¥8,280+tax

¥8,000+tax

¥16,000+tax

Larme-pendant

Histoire-floor

Cache-Cache-pendant

φ80

φ280
205

φ80

100

CL

BK

900
205

BK

WH

φ175
φ250

SPEC
型番：ARC-B019

SPEC

カラー：ブラウン

最大消費電力：60W（60W×1）

カラー：ミルク/クリア/ブラックスモーク

最大消費電力：60W（60W×1）

素材：ファブリック・ビーチ材・スチール

素材：真鍮・ガラス

スイッチ：フットスイッチ(点灯→消灯)

その他：コード調節可能

型番：ARC-B022

スイッチ：なし

素材：スチール

φ110

φ100
SPEC

カラー：ブラック/ホワイト

最大消費電力：60W（60W×1）

重さ：約0.7kg

SPEC

型番：ARC-B024

重さ：約1.1kg

スイッチ：なし

素材：スチール・ガラス

その他：コード調節可能

カラー：ゴールド/ブラック/ホワイト

最大消費電力：60W（60W×1）

重さ：約0.65kg

素材：スチール・ガラス

スイッチ：なし

DG

306
φ350

SPEC

型番：ARC-B028

カラー：ブラック/ホワイト

最大消費電力：40W（40W×1）

800

WH

219

92

φ350

93

BK

120

116
SPEC

型番：ARC-B021

重さ：約2.4kg

WH

85

BR

φ94
φ140
BK

900

WH

Bouteille-Fer-pendant

GD

100

BK

900

1450

Seulement-ceiling

φ80

100
MI

Avenir-pendant

重さ：約0.6kg

スイッチ：なし

型番：ARC-B031

カラー：ブラック/ホワイト/ダブグレー

最大消費電力：20W（20W×1）
素材：スチール・ビーチ材

その他：コード調節可能

重さ：約1.3kg

スイッチ：なし

その他：コード調節可能・白熱球使用不可

その他：コード長2.1ｍ、2梱包でのお届け

オプション電球

JANCODE
BR：4582400725685

オプション電球

JANCODE

LED電球 ¥1,080
（E26クリア電球色）

MI：4582400725722
CL：4582400725739
BK：4582400725746

オプション電球

JANCODE

LED電球 ¥598
（E17フロスト電球色）

BK：4589402233958
WH：4582400725753

白熱電球 ¥260
（E17 クリア）

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

オプション電球

JANCODE

LED電球 ¥1,280
（E17フロスト電球色）

BK：4589402233972
WH：4589402233965

白熱電球 ¥340
（E17 フロスト）

GD：4589402236294
BK：4589402236300
WH：4589402236317

LED電球 ¥1,080
（E26クリア電球色）

白熱電球 ¥260
（E17 クリア）

オプション電球

JANCODE
BK：4589402236324
WH：4589402236331
DG：4589402236348

LED電球 ¥598
（E26フロスト電球色）

白熱電球 ¥128
（E26 クリア）

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

白熱電球使用

白熱電球使用 カラー : ミルク 天板との距離 70cm

LED 電球使用 天板との距離 75cm

白熱電球使用 天板との距離 70cm

LED 電球使用

LED 電球使用 天板との距離 85cm

ブテイユ・ヴェール ペンダントライト

ボアザン ペンダントライト

ラルム ウォールライト

デリシア テーブルライト

Bouteille-Verre-pendant
¥13,400+tax

Voisin-pendant

Larme-wall

¥18,000+tax

¥13,800+tax

φ94

900

CH

CL

LBR

SPEC

SPEC
カラー：クリア/クリアバブル

最大消費電力：20W（20W×1）
素材：ガラス・ビーチ材

重さ：約0.85kg

スイッチ：なし

その他：コード調節可能・白熱球使用不可

JANCODE

オプション電球

CL：4589402236355
CB：4589402236362

LED電球 ¥598
（E17フロスト電球色）

型番：ARC-B036

WH

BK

最大消費電力：60W（60W×1）
素材：スチール、ビーチ材

重さ：約1.3kg

スイッチ：なし

その他：コード調節可能

JANCODE

型番：ARC-B043

SPEC
カラー：ミルク/クリア

最大消費電力：60W（60W×1）
素材：真鍮・ガラス・スチール

重さ：約0.85kg
スイッチ：なし

その他：要電気工事、角度調節可能(左右各30度)

オプション電球

CH：4589402236379
LBR：4589402236386

LED電球 ¥598
（E26フロスト電球色）

JANCODE
MI：4589402236393
CL：4589402236409

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

オプション電球
LED電球 ¥598
（E17フロスト電球色）

型番：ARC-B044
素材：スチール・布

重さ：約0.6kg

スイッチ：トグルスイッチ(点灯→消灯)

その他：コード長1.8ｍ

JANCODE

白熱電球 ¥260
（E17 クリア）

型番：ARC-B046

SPEC
カラー：ブラック

最大消費電力：60W（60W×1）
素材：スチール・真鍮

重さ：約0.85kg

スイッチ：なし

その他：コード調節可能

オプション電球
LED電球 ¥1,080
（E26クリア電球色）

JANCODE

540

BK

φ230
SPEC

カラー：ブラック/ホワイト

最大消費電力：60W（60W×1）

BK：4589402236416
WH：4589402236423

355

355

BK

φ90
SPEC

カラー：チャコールグレー/ライトブラウン

700
800

360

φ145
型番：ARC-B032

φ94
93

93
170

CL

φ460

¥29,000+tax
φ94

114

205

206
CB

¥13,000+tax

φ175

298

Allure-pendant 3

φ120

65

MI

アルーア ペンダントライト

Allure-pendant

¥11,000+tax

270

93

900

アルーア ペンダントライト

Delicia-table

φ94
93
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オプション電球

JANCODE

LED電球 ¥598
（E17フロスト電球色）

型番：ARC-B048

カラー：ブラック

最大消費電力：180W（60W×3）
素材：スチール・真鍮

重さ：約2.8kg

スイッチ：なし

その他：コード調節可能

オプション電球

BK：4589402236492

LED電球 ¥598
（E26フロスト電球色）

JANCODE

オプション電球

BK：4589402236508

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

LED電球 ¥598
（E26フロスト電球色）
白熱電球 ¥128
（E26 シリカ）

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

光の広がり方

LED 電球使用 天板との距離 75cm

白熱電球使用 天板との距離 80cm

白熱電球使用 カラー : ミルク

白熱電球使用

白熱電球使用 天板との距離 70cm

白熱電球使用 天板との距離 85cm
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空間に合った照明の選び方

Living

照明にも様々な種類があり、それぞれに適した使い方があります。
用途に合った照明を見つけて下さい。

Den&Bed Room

リビング

1日の多くを過ごすリビングには、
お部屋全体を照らすシーリングライトとリラックスムードを創り上げる間接照明を合わせて使用するのがおすすめ。
フロアライトでお部屋の隅を照らす事により、
さらにリラックスできる空間へと仕上がります。

書斎＆ベットルーム

趣味や読書を楽しむ書斎は、手元を明るく照らすテーブルライトや落ち着いた灯りを演出するウォールライトなどがおすすめです。
またベッドルームにはフロアライトや、光源が見えず天井を照らせるタイプのペンダントライトを設置すると柔らかい光を得ることができリラックスできます。

ウォールライト
シーリングライト
ペンダントライト
（全方向）
テーブルライト
フロアライト
フロアライト

シーリングライト

フロアライト

ウォールライト

テーブルライト

ペンダントライト
（全方向）

天井に直接取り付けるライト。主照明として全体を明るく照らし、広く
見せることができます。
リモコンまたは、
プルスイッチが付属されてい
ますので、点灯切り替えなどで明るさを調整することが出来ます。

床に置く移動可能なライト。部屋の隅に置き、壁や天井を照らすこと
で柔らかい光を得ることができます。適度な影を作るので立体感のあ
る空間を演出します。

壁に直接取り付けるタイプの間接照明です。
幅広い用途で使われることが多く、
またインテ
リアとしても有効です。

基本的にコンパクトなためどこにでも置くこ
とができます。手元を照らしたいなどの補助
照明として有効です。

全方向に向けて光が拡散します。広範囲を明
るくすることに適しており、また天井や壁から
光が反射するため柔らかな光を演出します。

※取付には電気工事が必要です。

Dining&Kitchen

注意事項

ダイニング＆キッチン

ダイニングには下方向を照らすタイプのペンダントライトを付け、明るい光を。食事をするのが楽しくなりそうです。
キッチンにはダクトレールを取り付けて多灯使いするのがおすすめ。

天井の配線器具を確認して下さい

調光器のついた部屋の注意事項
リモコン機能のついた照明器具は調光機能のついた部屋での利
用は出来ません。故障等の不具合が発生します。
またリモコン機
能でない場合にも、LED電球をご利用の場合には各メーカーの
記載内容に従いご利用ください。

ペンダントライト
（下方向）

ペンダントライト
（多灯）

引掛埋込
ローゼット

フル引掛
ローゼット

丸型引掛
シーリング（A・B）

角型引掛
シーリング

天井面に上図のような配線器具（引掛シーリング）が設置してあれば取り付けが可能です。
付いていない、
または破損している場合は、取り付け・交換を電気工事店に依頼して下さい。

明るさの目安
一般的な適用畳数の目安です。
ただし、照明器具のデザイン、天井、壁や家具の色、照明の位置・高さ・家具等の条件、
また加齢による感じ方の違いなど
条件により異なるため、
あくまで目安としてご参考下さい。

42

ペンダントライト
（下方向）

ペンダントライト
（多灯）

ダイニングやテーブルコーディネートなどで良く使われるペンダント
ライト。全方向に光が拡散するペンダントライトと比べ、照らしたい場
所をより明るくスポットライト的な機能を持っています。

天井にレールが埋め込んである場合は、専用プラグ（別売）を使用す
ることによって複数のペンダントライトを取り付けられます。灯りを得
るだけでなく、インテリアコーディネートとしても有効です。

殴

殴

殴

 殴

殴

 殴

ワット数

8

։8

։8

։8

։8

։8

ルーメン数

։MN

։MN

։MN

։MN

։MN

։MN

（社）
日本照明器具工業会ガイド121-2011 住宅用カタログにおける適用畳数表示基準より

43

株式会社 日昇
〒799-3113 愛媛県伊予市米湊 323-1
tel/089-994-6081 fax/089-994-5363
email/order@nissho.ehime.jp
anrec̲oﬃcial

Credits
Producer
Art Director
Photography

SHUHEI NAKANO
HISANORI FUJINO ( bamboo-design )
MASAYUKI YOSHIDA ( bluoem photography )

【注意事項】
価格及び仕様は改良の為、予期なく変更することがあります。

掲載価格（本体価格）に加え、ご注文時点の税率に準じた消費税を頂戴いたします。

商品はすべて輸入品のため、万一品切れの場合は、次回入荷までに時間がかかることがあります。
写真の色味は印刷などの都合上、実際の色味と多少異なる場合がございます。
写真はサンプルで撮影を行っておりますので、実際の商品と多少異なる
場合がございます。ご了承下さい。
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