
VOL22継続掲載価格表（2022年６月１日出荷分より実施。） 株式会社　塩川光明堂

4940218150813 ウォールミラー MORDEN DA-001 ¥15,500 ¥15,500
4940218150820 ウォールミラー MORDEN DA-002 ¥22,000 ¥22,000
4940218150769 ウォールミラー MORDEN SA-001 ¥14,000 ¥14,000
4940218150776 ウォールミラー MORDEN SA-002 ¥17,000 ¥17,000
4940218150868 ウォールミラー MORDEN SL-001 ¥11,000 ¥11,000
4940218150875 ウォールミラー MORDEN SL-002 ¥13,000 ¥13,000
4940218130075 ウォールミラー SUC-NM4040 ¥13,000 ¥13,000
4940218130082 ウォールミラー SUC-NM4060 ¥14,500 ¥14,500
4940218100368 ウォールミラー SUC-001 ¥13,000 ¥13,000
4940218100375 ウォールミラー SUC-002 ¥14,000 ¥14,000
4940218100382 ウォールミラー SUC-003 ¥14,500 ¥14,500
4940218100443 ウォールミラー SUC-011 ¥14,000 ¥14,000
4940218100481 ウォールミラー SUC-015 ¥9,000 ¥9,000
4940218139368 ウォールミラー SUC-017 ¥13,000 ¥13,000
4940218139375 ウォールミラー SUC-018 ¥18,500 ¥18,500
4940218139344 ウォールミラー SUC-019 ¥11,000 ¥11,000
4940218139351 ウォールミラー SUC-020 ¥14,500 ¥14,500
4940218133953 ウォールミラー モザイクNo.9 ¥60,000 ¥60,000
4940218133960 ウォールミラー モザイクNo.4 ¥40,000 ¥40,000
4940218136299 ウォールミラー 防湿鏡 4040 ¥10,500 ¥10,500
4940218136305 ウォールミラー 防湿鏡 5050 ¥18,000 ¥18,000
4940218136312 ウォールミラー 防湿鏡 4060 ¥13,500 ¥13,500
4940218136329 ウォールミラー 防湿鏡 4090 ¥20,000 ¥20,000
4940218136336 ウォールミラー 防湿鏡 4012 ¥26,000 ¥26,000
4940218139719 ウォールミラー MUKU 3712 ¥45,000 ¥45,000
4940218139726 ウォールミラー MUKU 3518 ¥68,000 ¥68,000
4940218151056 ウォールミラー マロン 3939 BR ¥14,000 ¥15,500 ※
4940218151063 ウォールミラー マロン 3939 NA ¥14,000 ¥15,500 ※
4940218151087 ウォールミラー マロン 5050 BR ¥21,000 ¥22,500 ※
4940218151094 ウォールミラー マロン 5050 NA ¥21,000 ¥22,500 ※
4940218140401 ウォールミラー スマート BR ¥12,000 ¥13,500 ※
4940218140418 ウォールミラー スマート NA ¥12,000 ¥13,500 ※
4940218132369 ウォールミラー フィルスクエア NA ¥8,500 ¥8,500
4940218132376 ウォールミラー フィル スクエア DB ¥8,500 ¥8,500
4940218132383 ウォールミラー フィル スクエア WH ¥8,500 ¥8,500
4940218132420 ウォールミラー フィル エイト NA ¥9,000 ¥9,000
4940218132437 ウォールミラー フィル エイト DB ¥9,000 ¥9,000
4940218132444 ウォールミラー フィル エイト WH ¥9,000 ¥9,000
4940218132307 ウォールミラー フィル スリム1800NA ¥16,500 ¥16,500
4940218132314 ウォールミラー フィル スリム1800DB ¥16,500 ¥16,500
4940218132321 ウォールミラー フィル スリム1800WH ¥16,500 ¥16,500
4940218150950 ウォールミラー アングル1200 BR ¥15,800 ¥17,000 ※
4940218150967 ウォールミラー アングル1200 WH ¥15,800 ¥17,000 ※
4940218150981 ウォールミラー アングル1500 BR ¥17,800 ¥19,000 ※
4940218150998 ウォールミラー アングル1500 WH ¥17,800 ¥19,000 ※
4940218136510 ウォールミラー マルシア 4545 ¥14,000 ¥14,000
4940218136527 ウォールミラー マルシア 3560 ¥15,500 ¥15,500
4940218136534 ウォールミラー マルシア 3512 ¥22,500 ¥22,500
4940218136398 ウォールミラー ハビット まる BR ¥9,800 ¥9,800
4940218136428 ウォールミラー ハビット さんかく NA ¥9,800 ¥9,800
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4940218136435 ウォールミラー ハビット さんかく BR ¥9,800 ¥9,800
4940218136466 ウォールミラー ハビット しかく NA ¥9,800 ¥9,800
4940218136473 ウォールミラー ハビット しかく BR ¥9,800 ¥9,800
4940218050595 ウォールミラー H3595 DB ¥16,500 ¥16,500
4940218050618 ウォールミラー H3550 DB ¥9,000 ¥9,000
4940218050588 ウォールミラー H3570 DB ¥13,500 ¥13,500
4940218050571 ウォールミラー H4555 DB ¥13,500 ¥13,500
4940218050564 ウォールミラー H4570 DB ¥16,500 ¥16,500
4940218136770 ウォールミラー 2844A GO ¥22,500 ¥22,500
4940218136763 ウォールミラー 2844A PW ¥22,500 ¥22,500
4940218136756 ウォールミラー 2844A SV ¥22,500 ¥22,500
4940218136817 ウォールミラー 2844B GO ¥17,500 ¥17,500
4940218136800 ウォールミラー 2844B PW ¥17,500 ¥17,500
4940218136794 ウォールミラー 2844B SV ¥17,500 ¥17,500
4940218150653 ウォールミラー 3462A BK ¥24,000 ¥24,000
4940218150660 ウォールミラー 3462A WH ¥24,000 ¥24,000
4940218150677 ウォールミラー 3462B BK ¥17,000 ¥17,000
4940218150684 ウォールミラー 3462B WH ¥17,000 ¥17,000
4940218150738 ウォールミラー 3473A ¥24,000 ¥24,000
4940218150745 ウォールミラー 3473B ¥17,000 ¥17,000
4940218054340 SAN 007 DB ¥80,000 ¥80,000
4940218058249 SAN 012 DB ¥60,000 ¥60,000
4940218136343 ウォールミラー ペグラ Long ¥12,000 ¥12,000
4940218150622 シルエット ウルフ600 ¥18,000 ¥18,000
4940218138798 シルエット ルイ WH ¥12,000 ¥12,000
4940218139634 キャスターミラー SFM-502 ¥47,000 ¥48,000 ※
4940218068354 立掛けミラー コムミラー 002 NO ¥43,000 ¥48,000 ※
4940218068361 立掛けミラー コムミラー 002 BO ¥43,000 ¥48,000 ※
4940218127037 スーパーミラー ブランカ 900 CG ¥34,800 ¥34,800
4940218139405 デスクミラー PTM-1968 ¥4,500 ¥4,500
4940218139412 デスクミラー PTM-1969 ¥3,500 ¥3,500
4940218139467 デスクミラー PTM-2240 ¥4,500 ¥4,500
4940218139450 デスクミラー PTM-2239 ¥4,300 ¥4,300
4940218136107 卓上ミラー PST-300 BR ¥3,800 ¥4,200 ※
4940218136114 卓上ミラー PST-300 WH ¥3,800 ¥4,200 ※
4940218136169 卓上ミラー PST-400 BR ¥5,200 ¥5,800 ※
4940218136176 卓上ミラー PST-400 WH ¥5,200 ¥5,800 ※
4940218132024 ハンドミラー WE ¥4,800 ¥4,800
4940218132017 ハンドミラー DB ¥4,800 ¥4,800
4940218132000 ハンドミラー NA ¥4,800 ¥4,800
4940218137852 ブルーム ウォールミラー R ¥15,000 ¥15,000
4940218140456 ブルーム ローテーブル ¥21,000 ¥21,000
4940218140463 ブルーム シェルフ ¥29,000 ¥29,000
4940218140470 ブルーム スクリーン ¥21,000 ¥21,000
4940218140487 ブルーム スリッパラック ¥8,500 ¥8,500
4940218140494 ブルーム コンソール ¥19,000 ¥22,500 ※
4940218137807 ウォールミラー GEM S BK ¥15,000 ¥16,000 ※
4940218137814 ウォールミラー GEM M BK ¥17,000 ¥18,500 ※
4940218137821 シルエット GEM BK ¥26,000 ¥26,000
4940218137838 デスクミラー GEM BK ¥10,000 ¥10,000
4940218137845 デスクミラー GEM PW ¥10,000 ¥10,000
4940218138095 KACCO デスクミラー BR ¥5,000 ¥5,000
4940218138118 KACCO デスクミラー BL ¥5,000 ¥5,000
4940218138125 KACCO デスクミラー GR ¥5,000 ¥5,000
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4940218138279 KACCO ウォールミラー Short BR ¥9,000 ¥9,000
4940218138286 KACCO ウォールミラー Short WH ¥9,000 ¥9,000
4940218138354 KACCO ウォールミラー Long BL ¥14,000 ¥14,000
4940218138217 KACCO 立掛けミラー BR ¥23,000 ¥23,000
4940218138224 KACCO 立掛けミラー WH ¥23,000 ¥23,000
4940218138231 KACCO 立掛けミラー BL ¥23,000 ¥23,000
4940218138248 KACCO 立掛けミラー GR ¥23,000 ¥23,000
4940218133137 POCO スタンドミラー NA ¥23,000 ¥24,500 ※
4940218133342 POCO スタンドミラー WH ¥23,000 ¥24,500 ※
4940218133168 POCO デスクミラー ¥9,000 ¥9,800 ※
4940218140210 デスクミラー DF-232 BR ¥4,500 ¥4,800 ※
4940218140227 デスクミラー DF-232 NA ¥4,500 ¥4,800 ※
4940218140234 デスクミラー DF-232 WH ¥4,500 ¥4,800 ※
4940218075765 ウォールミラー HF-120 DB ¥8,800 ¥11,000 ※
4940218075772 ウォールミラー HF-120 NA ¥8,800 ¥11,000 ※
4940218072429 F-316 DB ¥12,000 ¥14,300 ※
4940218072436 F-316 NA ¥12,000 ¥14,300 ※
4940218139498 BE-001キャビネット ¥38,000 ¥38,000
4940218139504 BE-002チェスト ¥47,000 ¥47,000
4940218139511 BE-003デスクスツールセット 　デスク ¥38,000 ¥38,000
4940218139528 BE-004デスクミラー ¥7,000 ¥7,000
4940218139542 BE-006シェルフ ¥42,000 ¥42,000
4940218139559 BE-007ローテーブル ¥23,000 ¥23,000
4940218139566 BE-008ローボード ¥45,000 ¥45,000
4940218136213 JETBLACK ホイールスタンドミラー ¥38,000 ¥38,000
4940218131799 シルエット ビンテージS600 ¥23,000 ¥23,000
4940218131805 シルエット ビンテージS350 ¥16,500 ¥16,500
4940218131812 ウォールミラー ビンテージH400 ¥9,500 ¥9,500
4940218140586 かがまず履ける木製靴べら BR ¥4,800 ¥5,200 ※
4940218140593 かがまず履ける木製靴べら NA ¥4,800 ¥5,200 ※
4940218140609 かがまず履ける木製靴べら WH ¥4,800 ¥5,200 ※
4940218127228 メイクタワー カリーナ WAL ¥43,000 ¥43,000
4940218127204 メイクタワー カリーナ PW ¥43,000 ¥43,000
4940218140357 TREE サイドテーブル BR ¥15,000 ¥15,800 ※
4940218140364 TREE サイドテーブル WH ¥15,000 ¥15,800 ※
4940218139146 カルトーネ モック 600-Y ¥22,000 ¥23,500 ※
4940218139153 カルトーネ モック 600-Y 追加棚ガラス ¥2,500 ¥2,500
4940218139160 カルトーネ モック 600-T ¥22,000 ¥23,500 ※
4940218139177 カルトーネ モック 600-T 追加棚ガラス ¥2,500 ¥2,500
4940218138507 カルトーネ フロートKEY 1000 BR ¥33,000 ¥33,000
4940218138514 カルトーネ フロートKEY 1000 PW ¥33,000 ¥33,000
4940218138521 カルトーネ フロートKEY 1000 追加棚ガラス ¥2,500 ¥2,500
4940218138538 カルトーネ フロートKEY 1500 BR ¥46,000 ¥46,000
4940218138545 カルトーネ フロートKEY 1500 PW ¥46,000 ¥46,000
4940218138552 カルトーネ フロートKEY 1500 追加棚ガラス ¥2,500 ¥2,500
4940218137272 カルトーネ スカーラT BR ¥13,000 ¥13,800 ※
4940218137289 カルトーネ スカーラT PW ¥13,000 ¥13,800 ※
4940218137296 カルトーネ スカーラT 追加棚ガラス ¥1,600 ¥1,600
4940218137302 カルトーネ スカーラY BR ¥13,000 ¥13,800 ※
4940218137319 カルトーネ スカーラY PW ¥13,000 ¥13,800 ※
4940218137326 カルトーネ スカーラY 追加棚ガラス ¥1,800 ¥1,800
4940218137333 カルトーネ スカーラ 1000 BR ¥30,000 ¥33,000 ※
4940218137340 カルトーネ スカーラ 1000 PW ¥30,000 ¥33,000 ※
4940218137357 カルトーネ スカーラ 1000 追加棚ガラス ¥2,500 ¥2,500
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4940218137364 カルトーネ スカーラ 1500 BR ¥45,000 ¥47,800 ※
4940218137371 カルトーネ スカーラ 1500 PW ¥45,000 ¥47,800 ※
4940218137388 カルトーネ スカーラ 1500 追加棚ガラス ¥2,500 ¥2,500
4940218139207 カルトーネ バロン BR ¥56,000 ¥56,000
4940218139214 カルトーネ バロン BR 追加棚ガラス ¥2,500 ¥2,500
4940218134417 B-映写機01 ¥7,500 ¥8,100 ※
4940218134431 B-カメラ01 ¥8,800 ¥8,800
4940218134448 B-カメラ02 ¥6,000 ¥6,000
4940218128867 B-バイク03 ¥7,000 ¥8,100 ※
4940218132178 B-バイク07 ¥7,300 ¥7,300
4940218132185 B-バイク08 ¥8,300 ¥8,300
4940218132222 B-バイク10 ¥11,000 ¥13,500 ※
4940218132215 B-ブックスタンド02 ¥14,800 ¥14,800
4940218128812 B-クルマ07 ¥9,500 ¥11,500 ※
4940218128829 B-クルマ08 ¥7,300 ¥8,200 ※
4940218132147 B-クルマ10 ¥7,300 ¥8,200 ※
4940218132246 B-クルマ12 ¥10,600 ¥10,600
4940218132284 B-クルマ13 ¥8,000 ¥8,200 ※
4940218134455 B-クルマ14 ¥8,500 ¥8,500
4940218134486 B-クルマ17 ¥10,600 ¥11,900 ※
4940218134493 B-クルマ18 ¥9,000 ¥9,000
4940218134516 B-クルマS20 ¥5,000 ¥6,800 ※
4940218134523 B-クルマS21 ¥4,500 ¥4,500
4940218134530 B-クルマS22 ¥5,200 ¥5,200
4940218134547 B-クルマS23 ¥3,000 ¥3,900 ※
4940218134554 B-クルマS24 ¥3,000 ¥3,000
4940218134561 B-クルマS25 ¥4,400 ¥4,400
4940218134578 B-飛行機S02 ¥4,400 ¥4,800 ※
4940218134370 B-バイクS11 ¥6,000 ¥6,000
4940218134387 B-バイクS12 ¥6,200 ¥6,200
4940218134394 B-バイクS13 ¥5,800 ¥5,800


