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メーカー希望小売価格：3,800円（税別） / 4,104円（税込）
JAN：4580383345487

LUFINE ルフィネ 001

炎が揺れるLEDキャンドルライトが登場。
溶けたロウを再現したディテールで、ナチュラルカラーの素材はベタつき、不意の削れや汚れの心配がすくなく安心。
光源は目にやさしいLEDライト。省電力・長寿命なのでエコ。単3電池×2本で連続使用時間は約300時間。
虫もよりにくく、低発熱なので触れても火傷の心配がありません。
最大の特徴は揺れる炎を演出する「ゆらぎチップ」電源を入れると特殊設計で、
風で本物の炎が揺れているようなゆらぎを作り出します。

規格
サイズ】約H102×周囲約71mm（最大）

【重さ】本体　約81g
【連続点灯時間】約300時間
【電源】本体:単3乾電池×2本(別売)
【素材】ABS
【セット内容】本体×1　取扱説明書・保証書×1



メーカー希望小売価格：4,200円（税別） / 4,536円（税込）
JAN：4580383345579

LUFINE ルフィネ 002

LEDキャンドルライトは、豊富な12色のベースカラー。
さらにリモコンによる簡単操作のモード選択で、炎のように光を揺らすことや、
グラデーションに変化する演出が可能。4時間,8時間タイマーで消し忘れても大丈夫。
光源は火ではなく、LEDライトを使用しているので、
火気が持ち込めない場所などにも使える安心安全で便利なキャンドルライトです。
本物のロウを使っているので、本物さながらの上質で優しい「炎」がお部屋を素敵に演出します。

規格
【サイズ】約H60(SHORT),70(MIDDLE),80(HIGH)×周囲約45mm（最大）
【重さ】本体/SHORT:約60g MIDDLE:約70g　HIGH:約80g リモコン:約15g
【連続点灯時間】約11時間
【電源】本体(1本あたり):ボタン電池(CR2032 3V)×2個　リモコン:ボタン電池(CR2025 3V)×1個
【素材】リアルワックス/ABS
【セット内容】本体×3個　リモコン×1　取扱説明書・保証書×1
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メーカー希望小売価格：1,200円（税別） / 1,296円（税込）
JJAN：4580383346118（ナチュラル）

4580383346125(ホワイト）

LUFINE ルフィネ 003

長寿命 約10万時間。LEDを採用した電子ローソク。
火を使わないので、安心安全。熱を発する事もなく、燃え移ること等もございません。
本物らしさを追求した柔らかいナチュラルな炎の色とリアルな揺らぎの再現は、癒しの空間を手軽に創ることができます。
明るさは、本物のローソクと比べるとやや暗め。幾つか並べて使うとムードある空間を演出できます。
操作方法も簡単。炎の箇所を軽くワンプッシュするだけでON、もう一度プッシュするとOFFに。
汎用勢の高い単四電池×2本ですぐに点灯させることができます。

規格
【サイズ】最大約H177×Φ22mm
【電源】単四電池×2本（付属しておりません）
【重さ】約26g（電池なし）/約49g（単四電池×2本を入れた場合）
【電源】本体×1 取扱説明書×1
【素材】ABS/PP
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メーカー希望小売価格：2,800円（税別） / 3,024円（税込）
JAN：4580383349492（ナチュラル）

4580383349508(レッド）

LUFINE ルフィネ 004

ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。
もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
風で本物の炎が揺れているようなゆらぎを作り出します。
どんな方でも使いやすいシンプルさ。
ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等、様々な場面で活躍できるキャンドルライトです。

規格
【サイズ】約H48×周囲約37mm（最大）
【重さ】約19g
【連続点灯時間】約30時間（※ライトの光が徐々に弱くなります）
【電源】本体:ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
【素材】ABS
【セット内容】本体(1色)×6個
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メーカー希望小売価格：3,200円（税別） / 3,456円（税込）
JAN：4580383349515

LUFINE ルフィネ 005

シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。
もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
スイッチひとつの簡単操作、ボタン電池×1個で連続約30時間使用可能。
最大の特徴は揺れる炎を演出する「ゆらぎチップ」電源を入れると特殊設計で、
風で本物の炎が揺れているようなゆらぎを作り出します。

規格
【サイズ】約H86×周囲約38mm（最大）
【重さ】約26g
【連続点灯時間】約30時間（※ライトの光が徐々に弱くなります）
【電源】本体:ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
【素材】ABS
【セット内容】本体×6個
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メーカー希望小売価格：2,100円（税別） / 2,268円（税込）
JAN：4580383349522

LUFINE ルフィネ 006

グラスの中にロウを流し込んだようなデザインは、ロウはシリコンを使用して本物のような手触り。
置くだけで存在感があるサイズ感もインテリアのアクセントになります。
スイッチひとつの簡単操作、単3電池×2本で連続約120時間使用可能。
最大の特徴は揺れる炎を演出する「ゆらぎチップ」電源を入れると特殊設計で、
風で本物の炎が揺れているようなゆらぎを作り出します。
ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等、様々な場面で活躍できるキャンドルライトです。

規格
【サイズ】約H100×周囲約75mm（最大）
【重さ】約188g
【連続点灯時間】約120時間
※ライトの光が徐々に弱くなります

【電源】本体:単3電池×2本(別売)
【素材】ABS/シリコン/ガラス
【セット内容】本体×1個
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メーカー希望小売価格：4,800円（税別） / 5,184円（税込）
JAN：4580383345616（フローズン）

4580383349546(スノーマン）

LUFINE ルフィネ 007

LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が素敵に演出します。
天井や壁にパターンを投影する「プロジェクションライト」機能付。
動きのあるパターンは癒しの空間やパーティーなどのイベント演出にピッタリ。リモコンでON/OFFもできます。
付属のリモコン（電池別売）で約60cmの範囲でメインライトのON/OFFや
点灯モード、プロジェクションライトのON/OFF、タイマーを操作できます。

規格
【サイズ】約H150×周囲約80mm（最大）
【重さ】約384g
【連続点灯時間】
メインライト+プロジェクションライト:約8時間
プロジェクションライト:約9時間
メインライト:約120時間
※ライトの光が徐々に弱くなります。

【電源】本体:単3電池×3本(別売)/リモコン：ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)
【素材】リアルワックス/ABS
【セット内容】本体×1/リモコン×1/取扱説明書・保証書
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メーカー希望小売価格：5,200円（税別）
JAN：4580383349645

LUFINE ルフィネ 008

LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が素敵に演出します。
天井や壁にパターンを投影する「プロジェクションライト」機能付。カートリッジ式で入れ替え可。
動きのあるパターンは癒しの空間やパーティーなどのイベント演出にピッタリ。リモコンでON/OFFもできます。
付属のリモコン（電池別売）で約60cmの範囲でメインライトのON/OFFや
点灯モード、プロジェクションライトのON/OFF、タイマーを操作できます。

規格
【サイズ】約H150×周囲約80mm（最大）
【重さ】約330g
【連続点灯時間】
メインライト+プロジェクションライト:約10時間
プロジェクションライト:約12時間
メインライト:約160時間
※ライトは徐々に明るさが暗くなり、プロジェクションライトの回転速度は遅くなります。

【電源】本体:単3電池×3本(別売)/リモコン：ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)
【素材】リアルワックス/ABS
【セット内容】本体×1/カートリッジ×5/リモコン×1/取扱説明書・保証書
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メーカー希望小売価格：2,600円（税別）
JAN：4580383349966

LUFINE ルフィネ 009

水に沈めて使える完全防水仕様。
バスルームやナイトプールなど、水がある場所でのライティングで素敵な空間を演出します。
花型のクリアなライトは色々なアレンジが楽しめるデザイン。水のある場所だけでなく、そのままインテリアとしても◎。
灯りを点ければ癒しの空間に。付属のリモコン（電池別売）でメインライトのON/OFFや点灯モードを操作できます。
リモコンは2個セットなので、2箇所で操作も可能。
基本はスイッチひとつの簡単操作、単4電池×3本で連続約12時間（モードや電池の性能によって変わります）使用可能。

規格
【サイズ】約H27×周囲約70mm（最大）
【重さ】約70g
【連続点灯時間】
通常点灯時：約12時間
※電池性能により前後します。
※ライトの光が徐々に弱くなります。

【電源】本体1個につき:単4電池×3本(別売)/リモコン1個につき：ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)
【素材】ABS
【セット内容】本体×2/リモコン×2/取扱説明書・保証書（保証：お買い上げ日より6ヶ月）
【光色】電球色
【防塵防水】IP68相当
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メーカー希望小売価格：3,200円（税別）
JAN：4580383349973

LUFINE ルフィネ 010

水の中で使える防水仕様。
バスルームやナイトプールなど、水がある場所でのライティングを楽しめる素敵な空間を演出します。
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お風呂場やパーティー、ダイニングなどにおすすめです。防水仕様なので屋外でも使えます。
小さなティーライト型のライトは、水を張ったグラスに入れて光を楽しんだり、
そのまま並べてテーブルやウォールシェルフに飾ってみたりアレンジは自由自在です。

規格
【サイズ】約H23×周囲約30mm（最大）
【重さ】1個あたり約8g
【連続点灯時間】
通常点灯時：約12時間
※電池の性能により前後します。
※ライトの光が徐々に弱くなります。

【電源】本体1個あたり:ボタン電池CR2032 3V×2個(別売)/リモコン：ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)
【素材】ABS
【セット内容】本体×10/リモコン×1/取扱説明書・保証書（保証：お買い上げ日より6ヶ月）
【光色】電球色
【防塵防水】IP68相当
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メーカー希望小売価格：4,100円（税別）
JAN：4580383345807

LUFINE ルフィネ 011

LEDキャンドルライトは、キャンドルの炎が揺れているような揺らぎを再現。
本物さながらの暖かくやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
火を使わないので安心して灯せるLEDキャンドル。普通のテーパーキャンドルではできない自由なアレンジも大丈夫。
自分だけの素敵なインテリアができあがります。火気が持ち込めない場所等にも使えて安心で便利。
付属のリモコン（電池別売）で約60cmの範囲でメインライトのON/OFFや、
5段階の明るさ、点灯モード、タイマーを操作できます。

規格
【サイズ】約H220×周囲約22mm（最大）
【重さ】約26g
【連続点灯時間】
メインライト:約120時間（電池性能によります）
※ライトの光が徐々に弱くなります。

【電源】本体1本につき:単3電池×2本(別売)/リモコン：ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)
【素材】ABS
【セット内容】本体×6/リモコン×1/取扱説明書・保証書（保証：お買い上げ日より6ヶ月）
【カラー】電球色
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メーカー希望小売価格：4,100円（税別）
JAN：4580383345821（ブラック） / 4580383345814（ホワイト）

LUFINE ルフィネ 012

LEDキャンドルライトは、キャンドルの炎が揺れているような揺らぎを再現。
本物さながらの暖かくやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
火を使わないので安心して灯せるLEDキャンドル。普通のテーパーキャンドルではできない自由なアレンジも大丈夫。
自分だけの素敵なインテリアができあがります。火気が持ち込めない場所等にも使えて安心で便利。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
付属のリモコン（電池別売）で約60cmの範囲でON/OFFや5段階の明るさ、点灯モード、タイマーを操作できます。

規格
【サイズ】約H220×周囲約22mm（最大）
【重さ】約26g
【連続点灯時間】
メインライト:約120時間（電池性能によります）
※ライトの光が徐々に弱くなります。

【電源】本体1本につき:単3電池×2本(別売)/リモコン：ボタン電池CR2025 3V×1個(別売)
【素材】ABS
【セット内容】本体×1/リモコン×1/取扱説明書・保証書（保証：お買い上げ日より6ヶ月）
【カラー】電球色
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メーカー希望小売価格：4,100円（税別）
JAN：4537114130551

LUFINE ルフィネ 013

天然成分の大豆を原料とした植物性ワックス（ソイワックス）のリアルキャンドルが登場。
光と炎を追求したキャンドルブランドの美しい癒しの輝きと、厳選された4種のアロマの香りをお楽しみください。
モロッコ風のお洒落で可愛い缶入り。
インテリアのアクセントにも◎使い終わった後にも小物入れにしても◎
ギフトボックス入りなのでプレゼント・ギフトにしてもおススメです♪
4種のフレグランスを楽しめ、ボックスに入っているのでさりげないギフトにも最適です。

Fig / イチジク
Lavender / ラベンダー
Cinnamon / シナモン
Lemongrass / レモングラス

規格
【サイズ】約W63×H43×D63cm
【重さ】約95g×4
【原材料】植物性ワックス（ソイワックス）
【容量】2.5oz
【連続燃焼時間】約13時間
※キャンドルのご使用は1回2時間程度を目安にしてください。
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〒231-0058　神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通公園3-905
TEL：045-308-7526




