※表示価格は日本国内のみ有効です。

CLIPS
品名

クリ ップ ス
Design : Hidekazu Ashida / 芦田 秀一

サイズ

材質 ・ 仕上げ

品番

脚部 ：

スチールメッキ
ブラッククローム

CPS-E40PBC
(WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

脚部 ：

スチールメッキ
ブラッシュドブラス

CPS-E40PBB
(WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

脚部 ：

CPS-E40PBS
スチールメッキ
ブラッシュドシルバー (WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装 （WON）

コーヒーテーブル

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
ダークグレーオーク色 （DGON）
天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）
天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
ビアンコオーク色 （BON）
天板 ： ブラックウォールナット材ウレタン塗装 (NWN)
天板 ： ブラックウォールナット材ウレタン塗装
ダークウォールナット色 （DWN）

脚部 ： 粉体塗装ブラック

天板 ： 透過ガラス ブロンズ （BZG)

天板 ： カラーガラス ブラック （BKG）

スチールメッキ
ブラッククローム

CPS-E40PBC(BZG.GYG.BKG.WG)

脚部 ：

スチールメッキ
ブラッシュドブラス

CPS-E40PBB(BZG.GYG.BKG.WG)

脚部 ：

スチールメッキ
CPS-E40PBS(BZG.GYG.BKG.WG)
ブラッシュドシルバー

天板 ： カラーガラス ホワイト （WG）

天板 ： DEKTON® ダナエ （DAN）
天板 ： DEKTON® ケオン （KEO）

脚部 ： 粉体塗装ブラック

CPS-E40BK(BZG.GYG.BKG.WG)

スチールメッキ
脚部 ：
ブラッククローム

CPS-E40PBC(DAN.KEO)

スチールメッキ
脚部 ：
ブラッシュドブラス

CPS-E40PBB(DAN.KEO)

脚部 ：

400φ H.475

スチールメッキ
CPS-E40PBS(DAN.KEO)
ブラッシュドシルバー

脚部 ： 粉体塗装ブラック

CPS-E40BK(DAN.KEO)

●カラーガラスは裏面にウレタン塗装を施したガラスです。
●透過ガラスは、色のついた透明ガラスです。
●DEKTON®は、スペイン・コセンティーノ社が新開発した高性能セラミックスです。
●天板は、カラーガラス２色（ブラック、ホワイト）または透過ガラス２色（ブロンズ、グレー）または、DEKTON®２柄（ダナエ、ケオン）からお選び下さい。
●脚部はスチール メッキブラッククローム（E40のみ）、ブラッシュドブラス、ブラッシュドシルバー、粉体塗装ブラックからお選び頂けます。
●（木）天板：板目
●納期通常4週間。在庫をお問い合わせ下さい。
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CLIPS

400

1

本体価格
[〈税込価格〉
]

98,000

〈105,840〉

CPS-E40BK
(WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

脚部 ：

天板 ： 透過ガラス グレー （GYG）

価格 \

111,000

〈119,880〉

141,000

〈152,280〉

※表示価格は日本国内のみ有効です。

CLIPS
品名

クリ ップ ス
Design : Hidekazu Ashida / 芦田 秀一

サイズ

材質 ・ 仕上げ

品番

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装 （WON）

センターテーブル

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
ダークグレーオーク色 （DGON）

CPS-E65PBB
(WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

脚部 ：

スチールメッキ
ブラッシュドブラス

脚部 ：

CPS-E65PBS
スチールメッキ
ブラッシュドシルバー (WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

価格 \

本体価格
[〈税込価格〉
]

131,000

〈141,480〉

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）
天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
ビアンコオーク色 （BON）
天板 ： ブラックウォールナット材ウレタン塗装 (NWN)
天板 ： ブラックウォールナット材ウレタン塗装
ダークウォールナット色 （DWN）

天板 ： 透過ガラス ブロンズ （BZG)

脚部 ： 粉体塗装ブラック

脚部 ：

スチールメッキ
ブラッシュドブラス

脚部 ：

スチールメッキ
CPS-E65PBS(BZG.GYG.BKG.WG)
ブラッシュドシルバー

天板 ： 透過ガラス グレー （GYG）
天板 ： カラーガラス ブラック （BKG）

CPS-E65PBB(BZG.GYG.BKG.WG)

天板 ： カラーガラス ホワイト （WG）

脚部 ： 粉体塗装ブラック

CPS-E65BK(BZG.GYG.BKG.WG)

天板 ： DEKTON® ダナエ （DAN）

スチールメッキ
脚部 ：
ブラッシュドブラス

CPS-E65PBB(DAN.KEO)

天板 ： DEKTON® ケオン （KEO）

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装 （WON）
天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
ダークグレーオーク色 （DGON）

151,000

〈163,080〉

230,000

〈248,400〉

スチールメッキ
脚部 ：
CPS-E65PBS(DAN.KEO)
ブラッシュドシルバー
脚部 ： 粉体塗装ブラック

650φ H.300

センターテーブル

CPS-E65BK
(WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

CPS-E65BK(DAN.KEO)
CPS-E87PBB
(WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

脚部 ：

スチールメッキ
ブラッシュドブラス

脚部 ：

CPS-E87PBS
スチールメッキ
ブラッシュドシルバー (WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

164,000

〈177,120〉

天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
グレーオーク色 （GYON）
天板 ： ホワイトオーク材ウレタン塗装
ビアンコオーク色 （BON）
天板 ： ブラックウォールナット材ウレタン塗装 (NWN)
天板 ： ブラックウォールナット材ウレタン塗装
ダークウォールナット色 （DWN）

天板 ： 透過ガラス ブロンズ （BZG)

脚部 ： 粉体塗装ブラック

脚部 ：

スチールメッキ
ブラッシュドブラス

脚部 ：

スチールメッキ
CPS-E87PBS(BZG.GYG.BKG.WG)
ブラッシュドシルバー

天板 ： 透過ガラス グレー （GYG）
天板 ： カラーガラス ブラック （BKG）

CPS-E87PBB(BZG.GYG.BKG.WG)

天板 ： カラーガラス ホワイト （WG）

脚部 ： 粉体塗装ブラック

CPS-E87BK(BZG.GYG.BKG.WG)

天板 ： DEKTON® ダナエ （DAN）

スチールメッキ
脚部 ：
ブラッシュドブラス

CPS-E87PBB(DAN.KEO)

天板 ： DEKTON® ケオン （KEO）
脚部 ：

スチールメッキ
CPS-E87PBS(DAN.KEO)
ブラッシュドシルバー

脚部 ： 粉体塗装ブラック

870φ H.370

CPS-E87BK
(WON.DGON.GYON.BON.NWN.DWN)

CPS-E87BK(DAN.KEO)

●カラーガラスは裏面にウレタン塗装を施したガラスです。
●透過ガラスは、色のついた透明ガラスです。
●DEKTON®は、スペイン・コセンティーノ社が新開発した高性能セラミックスです。
●天板は、カラーガラス2色（ブラック、ホワイト）または透過ガラス2色（ブロンズ、グレー）または、DEKTON®2柄（ダナエ、ケオン）からお選び下さい。
●脚部はスチール メッキブラッククローム（E40のみ）、ブラッシュドブラス、ブラッシュドシルバー、粉体塗装ブラックからお選び頂けます。
●（木）天板 ： 板目
●納期通常4週間。在庫をお問い合わせ下さい。
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CLIPS
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2

218,000

〈235,440〉

333,000

〈359,640〉

