
商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。手作りの吹きガラス製
品である特質上、色や形・サイズが均一でなかったり小さな気泡や製造過程での跡などがある場合がございますが
ご了承ください。また、これらが理由の返品交換は致しかねますのでご了承くださいますようお願い申し上げます。ガ
ラスひとつひとつが持つ、風合い・個性としてご理解ください。

弊社は年４回チェコにオーダーし、コンテナで輸入しています。在庫に無い商品をご希望の場合、最短納期は４ヶ
月〜6ヶ月。お急ぎの場合は航空便でも取り寄せ可能です。（別途航空便代お見積もり） 詳細はお問い合わせくだ
さい。

ATTENTION

納期について

www.tistou.jp    info@tistou.jp

TISTOU株式会社

静岡県静岡市葵区上土2-20-14
TEL. 054-208-2239
FAX. 054-208-2255
月-金 10:00-18:00

TISTOU HQ

東京都台東区蔵前3-7-3
TEL.  03-5829-4085
OPEN : 木・金・土 12:00-18:00
月・火・水 10:00-18:00（プロフェッショナルONLY・予約制）
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MUFFINS マフィン

Designer:Lucie Koldová & Dan Yeffet

PC910 PC849 PC850 PC852

PC986 PC865 PC851

価格（税抜）
＊木材部分の仕様によって価格が変わります。

品番 商品名︱重量︱箱サイズ

ベーシック仕様※1 スタンダード仕様※2 アディショナル仕様※3

PC910 マフィン  S
置き型タイプ 
重量：3kg　箱サイズ：340×340×320（1箱）

電球：エジソン電球 Signature 
40W / E17 / 100V ¥176,000 ¥192,000 ¥215,000

PC849 マフィン  M
置き型タイプ 
重量：5kg   箱サイズ：400×400×545（1箱）

電球：エジソン電球 Signature（S） 
40W / E26 / 100V ¥220,000 ¥238,000 ¥289,000

PC850 マフィン  L 
置き型タイプ 
重量：13kg  箱サイズ：308×308×313（1箱）
　　　　　　　　　 572×572×529（1箱）

電球：エジソン電球 Signature（S） 
40W / E26 / 100V

¥334,000 ¥364,000 ¥470,000

PC852 マフィン  A 
置き型タイプ 
重量：7kg 箱サイズ：572×572×529（1箱）

電球：エジソン電球 Signature（S） 
40W / E26 / 100V ¥237,000 ¥257,000 ¥306,000

PC986 マフィン  ペンダント S
※引っ掛けCの場合はワイヤー無し 
ペンダントタイプ 
重量：2.5kg  箱サイズ：340×340×320（1箱）

要電気工事

引っ掛けC

直付

電球：エジソン電球 Signature 
40W / E17 / 100V

¥160,000 ¥176,000 ¥200,000

PC865 マフィン  ペンダント M
※耳付ローゼットであれば引っ掛けC可
ペンダントタイプ 
重量：6kg  箱サイズ：400×400×545（1箱）

要電気工事

引っ掛けC

直付
ワイヤー吊り

電球：エジソン電球 Signature（S） 
40W / E26 / 100V

¥221,000 ¥238,000 ¥252,000

PC851 マフィン  ペンダント L
ペンダントタイプ 
重量：7kg  箱サイズ：572×572×529（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

電球：エジソン電球 Signature（S）
40W / E26 / 100V

¥245,000 ¥269,000 ¥314,000

275
260

＊コードの長さは2mです。
＊ペンダントはご注文時にコードの長さをご指定ください。
　コード加工シートを送付致しますのでお問い合わせ下さい。
＊ペンダントタイプの取付には電気工事が必要です。（取付

工事は承っておりません） 
＊価格には工事費用等は含まれておりません。

ガラスの色
 アンバー（CGC515）
 コニャック（CGC540）
 バイオレット（CGC554）
 スモークブラウン（CGC538）

 オパリン（白）（CGC38）
 スモークグレイ（CGC516）
 クリア（CGC23）
 トリプルオパール（CGC39）

コードの色
布製 - ホワイトまたはブラック
＊コードの色はお選びいただけません。

ガラスの表面加工
グロッシー (CGSU66)

※1　木材部分/ベーシック仕様
ヨーロピアンオーク - ナチュラルワックス（CCS518）

※2　木材部分/スタンダード仕様
ヨーロピアンオーク - ホワイト（CCS680）
ヨーロピアンオーク - ブラック  （CCS592）

※3　木材部分/アディショナル仕様
アメリカンウォールナット – ナチュラルワックス (CCS757)

PC986
PC865
PC851

（直付け）

フランジカバーの形状
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の詳細はページ後半の『略称リスト・見方・その他』に記載しています。引っ掛けC 引っ掛けC



ガラスの色
 スモークブラウン（CGC538）
 スモークグレイ（CGC516）
 クリア（CGC23）

ガラスの表面加工
グロッシー (CGSU66)

※1　プレート部分/ベーシック仕様　
ホワイト（CCS575）
レモンイエロー（CCS613）
ブラック（CCS582）
オレンジ（CCS574）

※2　プレート部分/アディショナル仕様　
クローム（CCS275）
クローム（ヘアライン）（CCS960）
クロームブラック（CCS959）
カッパー（銅）（CCS584）
ブラス（金）（CCS69）

Designer:Lucie Koldová & Dan Yeffet

PC856 PC857 PC858

価格（税抜）
＊プレート部分の仕様によって価格が変わります。

品番 商品名︱重量︱箱サイズ

ベーシック仕様※1 アディショナル仕様※2

PC856 バルーン S
置き型タイプ
重量：4.6kg　箱サイズ：330×330×575（1箱）

電球：エジソン電球 Signature
40W / E17 / 100V

¥213,000 ¥271,000

PC857 バルーン M
置き型タイプ
重量：9.7kg　箱サイズ：510×510×740（1箱）

電球：エジソン電球 Signature (S)
40W / E26 / 100V

¥283,000 ¥340,000

PC858 バルーン L
置き型タイプ
重量：16kg　箱サイズ：605×605×915（1箱）

電球：エジソン電球 Signature (S)
40W / E26 / 100V

¥441,000 ¥525,000

BALLOONS バルーン

＊コードの長さは２mです。

785610400
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SHADOWS シャドウ

Designer:Lucie Koldová & Dan Yeffet

＊コードの長さは１mです。
＊取付部分：引っ掛け角シーリング
 ダクトレールでご使用になる場合は市販のアダプタまたは

仕様変換工事が必要です。
＊価格にはダクトレールアダプタ代・工事費用等は含まれてお

りません。
＊コード加工をご希望の場合は、ページ最後のコード加工シ

ートをご利用ください。

PC897 PC896 PC894 PC895

PC891 PC929 PC931 PC921

価格（税抜）
＊木材部分の仕様によって価格が変わります。

品番 商品名︱重量︱箱サイズ

ベーシック仕様※1 スタンダード仕様※2

PC897 シャドウ 01
ペンダントタイプ
重量：1kg　箱サイズ：204×304×175（1箱）

引っ掛けC

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥84,000 ¥95,000

PC896 シャドウ 02
ペンダントタイプ
重量：1kg　箱サイズ：290×290×280（1箱）

引っ掛けC

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥91,000 ¥102,000

PC894 シャドウ 03
ペンダントタイプ
重量：1kg　箱サイズ：290×290×280（1箱）

引っ掛けC

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥96,000 ¥106,000

PC895 シャドウ 04
ペンダントタイプ
重量：1kg　箱サイズ：290×290×280（1箱）

引っ掛けC

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥100,000 ¥111,000

PC891 シャドウ セット　フリー
ペンダントタイプ 5個セット 配置変更可
(PC897×2、PC896、PC895、PC894）
重量：5kg　箱サイズ：901×290×285（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥414,000 ¥459,000

PC929 シャドウ セット 円形フランジ
ペンダントタイプ 5個セット 配置変更不可
(PC897×2、PC896、PC895、PC894）
重量：8.5kg  箱サイズ：460×460×170（1箱）                                  
901×290×285（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥432,000 ¥468,000

PC931 シャドウ  セット 角形フランジ S
ペンダントタイプ 5個セット 配置変更不可
(PC897×2、PC896、PC895、PC894）
重量：11.5kg  箱サイズ：380×630×90（1箱）                                  
901×290×285（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥432,000 ¥468,000

PC921 シャドウ  セット 角形フランジ L
ペンダントタイプ 10個セット 配置変更不可
(PC897×4、PC896×2、PC895×2、PC894×2）
重量：20kg　箱サイズ：901×290×285（1箱）
1000×360×90（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥776,000 ¥885,000
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Designer:Lucie Koldová & Dan Yeffet

価格（税抜）
＊木材部分の仕様によって価格が変わります。

品番 商品名︱重量︱箱サイズ

ベーシック仕様※1 スタンダード仕様※2

PC976 シャドウ XL 01
※引っ掛けCの場合はワイヤー無し
ペンダントタイプ
重量：1kg　箱サイズ：290×290×280（1箱）

引っ掛けC

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥160,000 ¥182,000

PC940 シャドウ XL 02
ペンダントタイプ
※引っ掛けCの場合はワイヤー無し
重量：2kg　箱サイズ：460×460×400（1箱）

引っ掛けC

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥179,000 ¥201,000

PC911 シャドウ XL 03
ペンダントタイプ
重量：2.9kg　箱サイズ：460×460×400（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥196,000 ¥217,000

PC939 シャドウ XL 04
ペンダントタイプ
重量：2.9kg　箱サイズ：460×460×400（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥196,000 ¥217,000

PC1000 シャドウ XLセット角形フランジL
ペンダントタイプ
(PC976×2、PC940、PC911、PC939）
重量：21kg 箱サイズ：要お問い合わせ

要電気工事

直付

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W(25W相当)/中角(25度) 
100V ¥771,000 ¥817,000

ガラスの色
 ブラック（CGC602）
 スモークブラウン（CGC538）
 オパリン（白）（CGC38）
 スモークグレイ（CGC516）
 クリア（CGC23）
 トリプルオパール（CGC39）
 パールグレイ（CGC1916）

ガラスの表面加工
グロッシー（CGSU66）
マット（CGSU67）　

※1　木材部分/ベーシック仕様
ヨーロピアンオーク - ホワイト（CCS680）
ヨーロピアンオーク - ブラック  （CCS592）
ヨーロピアンオーク - ナチュラルワックス（CCS518）

※2　木材部分/スタンダード仕様
アメリカンウォールナット - ナチュラルワックス（CCS757）

加工費
コードカット：1灯につき¥3,000
コード延長：1mにつき ¥1,000+加工費¥3,000
ダクトレール用への仕様変換：¥3,500
＊変換する場合、付属のフランジはつきません。

コードの色
布製 - ホワイトまたはブラック
＊コードの色はお選びいただけません

単体のシャドウには
付属のフランジが含
まれます

フランジカバーの形状

PC976

PC1000

PC940 PC911 PC939

50

Ø100

SHADOWS XL シャドウ XL

＊シャドウよりもひとまわり大きいシリーズです。
＊直付での取付には電気工事が必要です。（取付工事は承

っておりません）
＊価格には工事費用等は含まれておりません。
＊コード加工をご希望の場合は、ページ最後のコード加工シ

ートをご利用ください。
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MEMORY メモリー

Designer:Boris Klimek

＊取付には電気工事が必要です。（取付工事は承っておりま
せん）

＊価格には工事費用等は含まれておりません。　

PC878 PC877 PC876 PC881

PC880 PC879 PC1001 PC1002

価格（税抜）

品番 商品名︱重量︱箱サイズ

＊ガラスの色によって価格が変わります。

ベーシック仕様※1 スタンダード仕様※2

PC878 メモリー シーリング S
※耳付ローゼットであれば引っ掛けC可 
天井付けタイプ
重量：2.15kg　箱サイズ：308×308×313（1箱）

要電気工事

引っ掛けC

直付

電球：E26 / 485lm(40形相当)
電球色 / RA84 / 4.9W
配光角度約180度 / 100V
調光不可

¥68,000 ¥71,000

PC877 メモリー シーリング M
※耳付ローゼットであれば引っ掛けC可
天井付けタイプ
重量：2.6kg　箱サイズ：380×380×335（1箱）

要電気工事

引っ掛けC

直付

電球：E26 / 810lm(60形相当)
電球色 / RA84 / 7.8W
配光角度約180度 / 100V
調光不可

¥85,000 ¥89,000

PC876 メモリー シーリング L 
※耳付ローゼットであれば引っ掛けC可
天井付けタイプ
重量：4.22kg　箱サイズ：495×495×452（1箱）

要電気工事

引っ掛けC

直付

電球：E26 / 1520lm(100形相当)
電球色 / RA80 / 14.3W
配光角度約200度 / 100V
調光不可

¥107,000 ¥111,000

PC881 メモリー ウォール S
壁付けタイプ
重量：2.15kg　箱サイズ：308×308×313（1箱）

要電気工事

直付

電球：E26 / 485lm(40形相当)
電球色 / RA84 / 4.9W
配光角度約180度 / 100V
調光不可

¥68,000 ¥71,000

PC880 メモリー ウォール M
壁付けタイプ
重量：2.6kg　箱サイズ：380×380×335（1箱）

要電気工事

直付

電球：E26 / 810lm(60形相当)
電球色 / RA84 / 7.8W
配光角度約180度 / 100V
調光不可

¥85,000 ¥89,000

PC879 メモリー ウォール L
壁付けタイプ
重量：4.22kg　箱サイズ：495×495×452（1箱）

要電気工事

直付

電球：E26 / 1520lm(100形相当)
電球色 / RA80 / 14.3W
配光角度約200度/100V
調光不可

¥107,000 ¥111,000

PC1001 メモリー セット S
天井付けタイプ 3個セット
(メモリーシーリング S×1、M×1、L×1)
重量：18kg　箱サイズ：要お問い合わせ

要電気工事

直付 ¥351,000

PC1002 メモリー セット L
天井付けタイプ 5個セット
(メモリーシーリング S×2、M×2、L×1)
重量：30kg　箱サイズ：要お問い合わせ

要電気工事

直付 ¥502,000

ガラスの色／ベーシック※１

 トリプルオパール（CGC39）
ガラスの色／スタンダード※2

 レッド （CGC579）
 ブルー（CGC28）
 オレンジ（CGC580）
 ライトピンク（CGC30）
 ターコイズ（CGC601）
 グリーンアップル（CGC578）
 イエロー（CGC47）
 グレイ（CGC617）

紐の長さ
約70cm

ガラスの表面加工
グロッシー （CGSU66）
マット （CGSU881）

スイッチ（紐とパーツ）の色
ホワイト （CEE777）
ブラック （CEE778）

加工費
引っ掛けシーリング用への仕様変換　¥5,000
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PC966 Ø700×50

CAPSULA カプスラ

Designer:Lucie Koldová

＊取付には電気工事が必要です。（取付工事は承っておりません）
＊価格には工事費用等は含まれておりません。

PC943

外側のガラスの色
 アンバー（CGC515）
 レッド（CGC45）
 オレンジ （CGC157）
 バイオレット（CGC554）
 オパリン（白）（CGC38）
 ライトブルー(CGC544)
 スモークグレイ （CGC516）
 イエロー（CGC659）
 クリア（CGC23）
 パールグレイ （CGC1916）

内側のガラスの色
 アンバー（CGCI686）
 レッド（CGCI913）
 オレンジ（CGCI938）
 バイオレット（CGCI683）
 オパリン（白）（CGCI749）
 ライトブルー（CGCI912）
 スモークグレイ （CGCI685）
 イエロー（CGCI681）
 クリア（CGCI682）
 パールグレイ（CGCI914）

コードの色
ブラック（CECL519）

側面の金属部分の色
シルバー（CCS1917）
ブラック（CCS1948）

外面のガラスの表面加工
マット（CGSU881）
グロッシー（CGSU66）

内側のガラスの表面加工
マット（CGSUI905）
グロッシー（CGSUI906）

価格（税抜）

PC937 カプスラ
ペンダントタイプ
重量：5kg　箱サイズ：380×380×385（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：BROKISオリジナル 
100V(二次側電圧24V) / 
5W±5%
2700K / 273lm / RA80+ 

¥369,000

PC943 カプスラ トライアングル
ペンダントタイプ　3個セット
重量：21kg　箱サイズ：380×380×385（3箱）
                             730×730×150（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：BROKISオリジナル 
100V(二次側電圧24V) / 
5W±5%
2700K / 273lm / RA80+ 

¥1,090,000

PC966 カプスラ メタルフランジ
ペンダントタイプ　5個セット
重量：32kg　箱サイズ：380×380×385（5箱）
                            730×730×150（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：BROKISオリジナル 
100V(二次側電圧24V) / 
5W±5%
2700K / 273lm / RA80+ 

¥1,552,000

フランジカバーの形状
Ø280
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MONA モナ

Designer:Lucie Koldová

品番 商品名︱重量︱箱サイズ 価格（税抜）

PC979 モナ ペンダント M
ペンダントタイプ
重量：8kg　箱サイズ：380×380×385（1箱）

要電気工事

直付

コード2200 mm
LED電球：BROKISオリジナル
100V(二次側電圧24V) / 
4.5W±5%
2700K / 266lm / RA80+

¥357,000

PC938 モナ ペンダント L 
ペンダントタイプ
重量：10kg　箱サイズ：572×572×529（1箱）

要電気工事

直付

コード2200 mm
LED電球：BROKISオリジナル
100V(二次側電圧24V) / 
8W±5%
2700K / 470lm / RA80+

¥423,000

PC969 モナ ウォール S
壁付けタイプ
重量：4kg　箱サイズ：380×380×335（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：BROKISオリジナル
100V(二次側電圧24V) / 
2.5W±5%
2700K / 141lm / RA80+

¥183,000

PC970 モナ ウォール M
壁付けタイプ
重量：5kg　箱サイズ：380×380×335（1箱）

要電気工事

直付

LED電球：BROKISオリジナル
100V(二次側電圧24V) / 
4.5W±5%
2700K / 266lm / RA80+

¥220,000

＊取付には電気工事が必要です。（取付工事は承っておりません）
＊価格には工事費用等は含まれておりません。

ガラスの色
 ブラック（CGC602）
 バイオレット（CGC554）
 オパリン（白）（CGC38）
 スモークグレイ（CGC516）
 クリア（CGC23）

ガラスの表面加工
グロッシー (CGSU66)

金属部分
シルバー （CCS1917）
ブラック （CCS1948）
ホワイト （CCS845）

ストラップ　
 革製 – ナチュラル（GINT788）
 革製 – ダークブラウン（GINT793）
 革製 – ブラック（GINT792）
 革製 – グレイ（GINT758）

ボディ（PC969/PC970のみ）
 ブラック（CCS727）
 ホワイト（CCS732）

フランジカバーの形状
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フランジの色
 ブラック（CCSC619）
 ホワイト（CCSC618）

＊フランジの色はお選びいただけません。



JACK O'LANTERN SMALL ジャック・オー・ランタン

Designer:Lucie Koldová

価格（税抜）

品番 商品名︱重量︱箱サイズ
ベーシック仕様※1 スタンダード仕様※2

PC1051 ジャック・オー・ランタン
置き方タイプ
重量：2.5kg　箱サイズ：330×350×330（1箱）

ハロゲン電球：
G9/260lm/2900K/25w/110V

¥208,000 ¥253,000

ガラスの色
 トリプルオパール（CGC39）
 スモークグレイ（CGC516）
 ライトピンク（CGC46）

ガラスの表面加工
マット（CGSU881)

コードの色
ホワイト
ブラック
＊コードの色はお選びいただけません。

大理石ベース
カッラーラ（ホワイト）（CSFB2361）
ネロマルキーナ（ブラック）（CSFB2360）
レッド（CSFB2682）
グレイ（CSFB2681）

金属パーツの色/ベーシック※１

マットブラック（CCSC2673）

金属パーツの色/スタンダード※2

ブラッククローム（CCS2355） 
カッパー（CCS2353）
クローム（CCS2354）

PC1051 ＊コードの長さは２mです。

260

32
5

フランジカバーの形状

AWA アワ

Designer:Fumie Shibata

品番 商品名︱重量︱箱サイズ 価格（税抜）

PC1129 アワ
ペンダントタイプ
重量：3.5kg　箱サイズ：400×400×550（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

電球：エジソン電球 Signature（S）
40W/E26/100V
LED電球希望の方はお問い合わせ ¥246,000

PC1130 アワ
ペンダントタイプ
重量：6.5kg　箱サイズ：500×520×750（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

電球：エジソン電球 Signature（S）
40W/E26/100V
LED電球希望の方はお問い合わせ ¥316,000

ガラスの色
 クリア（CGC23）
 スモークグレイ（CGC516）
 スモークブラウン（CGC538）

ガラスの表面加工
グロッシー（CGSU66）

コードの色
ブラック

ソケットカバー
カッパー（CCS584）
アルミニウム（CCS775）
ヨーロピアンオーク（CCS518）
アメリカンウォールナット（CCS757）

＊コードの長さは1mです。
＊取付には電気工事が必要です。（取付工事は承っておりません）
＊価格には工事費用等は含まれておりません。
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ガラスの色
 オパール（CGC772）
 スモークグレイ（CGC882）

 ブロッキスガラス:オパールマット （CGC1478）
 ブロッキスガラス:スモークグレイマット（CGC1480）

金属パーツ
アルミニウム（CCS775）

コードの色
クリア 

品番 商品名︱重量︱箱サイズ 価格（税抜）

PC962 ナイトバード
ペンダントタイプ
重量：2kg　箱サイズ：320×840×230（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W（25W相当）中角（25
度）100V ¥228,000

PC963 ナイトバード
ペンダントタイプ　
重量：2kg　箱サイズ：320×840×230（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W（25W相当）中角（25
度）100V ¥224,000

PC964 ナイトバード
ペンダントタイプ　
重量：2kg　箱サイズ：320×840×230（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

LED電球：E11/270lm/2700K
Ra80/2.6W（25W相当）中角（25
度）100V ¥242,000

NIGHT BIRDS ナイトバード

Designer:Boris Klimek

＊コードの長さは1mです。
＊取付には電気工事が必要です。（取付工事は承っておりません）
＊価格には工事費用等は含まれておりません。

PC962 PC963

135

130

730780

PC964

610

225
フランジカバーの形状

Ø80

30

Ø100



BONBORI ボンボリ

Designer:Fumie Shibata

品番 商品名︱重量︱箱サイズ 価格（税抜）

PC1164 ボンボリ S
置き型タイプ
重量:6kg 箱サイズ:580×580×420（1箱）

要電気工事

直付

電球:E26 / 485lm（40形相当） 
電球色 / RA84 / 
4.9W 配光角度約180度 / 
100V 調光不可

¥286,000

PC1165 ボンボリ L 
置き型タイプ 重量:15.5kg 
箱サイズ:580×580×520（1箱）
870×550×580（1箱）

要電気工事

直付

電球:E26 / 485lm（40形相当） 
電球色 / RA84 / 
4.9W 配光角度約180度 / 
100V 調光不可

¥349,000

PC1164 PC1165

ガラスの色
 スモークブラウン（CGC538）
 スモークグレイ（CGC516）
 オパリン（白）（CGC38）
 トリプルオパール（CGC39）

ガラスの表面加工
グロッシー（CGSU66）

＊コードの長さは2mです。

金属部分
マットブラック（CCS846）
カッパー （CCS2748）
グレイ （CCS2749）

コードの色
ブラック
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BONBORI OUTDOOR ボンボリ屋外用

Designer:Fumie Shibata

品番 商品名︱重量︱箱サイズ 価格（税抜）

PC1166 ボンボリ アウトドア S
置き型タイプ
重量:6kg 箱サイズ:580×580×420（1箱）

要電気工事

直付

電球:E26 / 485lm（40形相当） 
電球色 / RA84 / 
4.9W 配光角度約180度 / 
100V 調光不可

¥286,000

PC1167 ボンボリ アウトドア L 
置き型タイプ 重量:15.5kg 
箱サイズ:580×580×520（1箱）
870×550×580（1箱）

要電気工事

直付

電球:E26 / 485lm（40形相当） 
電球色 / RA84 / 
4.9W 配光角度約180度 / 
100V 調光不可

¥349,000

PC1166 PC1167 ガラスの色
 スモークブラウン（CGC538）
 スモークグレイ（CGC516）
 オパリン（白）（CGC38）
 トリプルオパール（CGC39）

ガラスの表面加工
グロッシー（CGSU66）

金属部分
マットブラック（CCS846）
カッパー （CCS2748）
グレイ （CCS2749）

コードの色
ブラック
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SFERA スフェラ

Designer:Lucie Koldová

品番 商品名︱重量︱箱サイズ 価格（税抜）

PC1246 スフェラ 180
ペンダントタイプ
重量：1.2kg　箱サイズ：要問合せ（1箱）

引っ掛けC

直付

LED球:G9/2W/2700K/200lm/
全光束/Ra82

¥80,000

PC1247 スフェラ 200
ペンダントタイプ
重量：1.5kg　箱サイズ：要問合せ（1箱）

引っ掛けC

直付

LED球:G9/2W/2700K/200lm/
全光束/Ra82

¥86,000

PC1169 スフェラ 250
ペンダントタイプ
重量：3.25kg　箱サイズ：340×340×320（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

電球:E26 / 485lm(40形相当) 
電球色 / RA84 / 4.9W 配光角度
約180度 / 100V 調光不可 ¥100,000

PC1170 スフェラ 300
ペンダントタイプ
重量：4kg　箱サイズ：380×380×335（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

電球:E26 / 810lm（60形相当） 
電球色 / RA84 / 7.8W 配光角度
約180度 / 100V 調光不可 ¥113,000

PC1171 スフェラ 400
ペンダントタイプ
重量：5kg　箱サイズ：460×460×400（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

電球:E26 / 1520lm（100形相当） 
電球色 / RA80 / 14.3W 配光角
度約200度 / 100V 調光不可 ¥139,000

PC1172 スフェラ 500
ペンダントタイプ
重量：7.2kg　箱サイズ：610×610×670（1箱）

要電気工事

直付
ワイヤー吊り

電球:E26 / 1520lm（100形相当） 
電球色 / RA80 / 14.3W 配光角
度約200度 / 100V 調光不可 ¥244,000

PC1171 PC1172

ガラスの色
 トリプルオパール（CGC39）

ガラスの表面加工
マット （CGSU881）

金属・フランジ部分
ブラック（CCSC619）
ホワイト（CCSC618）

コードの色
ホワイトまたはブラック 

*コードの色はお選びいただけません

＊コードの長さは1mです。
＊取付には電気工事が必要です。（取付工事は承っておりません）
＊価格には工事費用等は含まれておりません。
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ガラスの色 ガラスの表面加工

略称リスト・見方・その他

在庫表の品名の見方

品番

品番

品番

ガラス色

ガラス色

木

ストラップ

ガラス仕上げ

木（サイド）

シャドウの場合
PC894　SGR　BLA　GRO

モナの場合
PC979　SGR　LBL　BLA

品番 ガラス色 木

マフィンの場合
PC849　SBR　AWA

ガラス色 金属
（プレート）

バルーンの場合
PC856　SGR　CHR

略称名 日本語 英語
AMB アンバー AMBER

BTG ブラック BLACK - TRANSPARENT GLASS 

BLU ブルー BLUE

COG コニャック COGNAC 

GAP グリーンアップル GREEN APPLE

GRE グレイ GREY

LBL ライトブルー LIGHT BLUE

LPI ライトピンク LIGHT PINK

OPA オパリン OPALINE 

OPA オパール OPAL（NIGHT BIRDSに限る）
ORA オレンジ ORANGE

PGR パールグレイ PEARL GREY

RED レッド RED

SBR スモークブラウン SMOKE BROWN

SGR スモークグレイ SMOKE GREY

TRA クリア TRANSPARENT GLASS

TRI トリプルオパール TRIPLEX OPAL

TUR ターコイズ TURQUOISE

VIO バイオレット VIOLET

YEL イエロー YELLOW

金属

略称名 日本語 英語
ALL アルミニウム ALLUMINIUM

BLA ブラック BLACK

BRA ブラス（金） BRASS

CBL クロームブラック CHROME BLACK

CBR クローム（ヘアライン） CHROME BRUSHED

CHR クローム CHROME

COP カッパー（銅） COPPER

MBL マットブラック BLACK MATT

ORA オレンジ REFLECTIVE ORANGE

STE クローム
（ステンレスヘアライン） BRUSHED STAINLESS STEEL

SIL シルバー SILVER 

WHI ホワイト WHITE

YEL レモンイエロー LEMON YELLOW

木
略称名 日本語 英語

AWA アメリカンウォールナット AMERICAN WALNUT

OAK ヨーロピアンオーク EUROPEAN OAK

BLA ブラック EUROPEAN OAK - STAINED 
BLACK

WHI ホワイト EUROPEAN OAK - STAINED 
WHITE

モナ ストラップ
略称名 日本語 英語

LBL ブラック LEATHER STRAP - BLACK

LDB ダークブラウン LEATHER STRAP - DARK BROWN

LGR グレイ LEATHER STRAP - GREY 

LNA ナチュラル LEATHER STRAP - NATURAL

略称名 日本語 英語
CAR カッラーラ（ホワイト） CARRARA MARBLE

NER ネロマルキーナ（ブラック） NERO MARQUINA MARBLE

REO レッド RED MARBLE

GRE グレイ GREY MARBLE

ブロッキスガラス

大理石

引っ掛けシーリング対応表

略称名 日本語 英語
BSG スモークグレイマット SMOKE GREY MATT

BOP オパールマット TRIPLEX OPAL MATT

略称名 日本語 英語
GRO グロッシー（つやあり） GLOSSY SURFACE

MAT マット（つやなし） ACID-ETCHED

引掛埋込ローゼット

耳なし 耳つき ツバ付

ツバ付角形 丸形

引掛シーリングボディ

引っ掛けC

引っ掛けC 引っ掛けC

引っ掛けC

引っ掛けC

引っ掛けC

＊コードの長さは1mです。
＊取付には電気工事が必要です。（取付工事は承っておりません）
＊価格には工事費用等は含まれておりません。

直付について

直付
ワイヤー吊り

直付

電気工事が必要です。
（取付工事は承っておりません）

電気工事が必要です。
（取付工事は承っておりません）
ワイヤー吊りの仕様です。



BROKIS SHADOWS コード加工シート

加工費（割引なし）

納期 　　　　　年　　　　　月　　　　　日

送付先
〒

TEL

ご署名 会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

品番

全長

配線ダクトプラグへの変換は

手作業のため多少誤差が生じます

どちらかに◯をつけてください

ガラスの形は品番によって異なります。

コードカット ¥3,000
基本のコード長は1mです。
コード延長 1mにつき¥1,000+加工費¥3,000
例 1m延長¥4,000／2m延長¥5,000

配線ダクトプラグ仕様に変更 ¥3,500
ダクトプラグ仕様変更+コードカットの場合は¥3,500
※ 価格はすべて税抜きになります

TISTOU株式会社
tel : 054-208-2239
fax : 054-208-2255
info@tistou.jp

・ コード加工ありの場合、発注書と合わせてコード加工シートをお送りください。
・ 品番ごとにコード加工シートの作成をお願いします。
・ 在庫がある場合、注文日より１週間から10日ほどで発送になります。
 （祝日・休業日を挟む場合は納期が追加されます）
・ 受注処理後の注文内容の変更・キャンセル等はできませんのでご注意ください。

PC

cm

あり なし

台




