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Product name / Surface finish / Material

品番／価格
 Product No. / Price

P.411
デザイニングチタン“TranTixxii    ”TM
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TIP-RG
(IP Gold Titanium(ND20))
t0.3mm×1000mm×1500mm

≠

P.411
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.411
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.412
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.412
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.412
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.412
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.413
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.413
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.413
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.413
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.414
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.414
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠

P.414
デザイニングチタン“TranTixxii    ” ≠
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TIP-CG
(IP Gold Titanium(SD3))
t0.4mm×1000mm×1500mm

TIP-RVG
(IP Gold Titanium(ND20-Vibration))
t0.3mm×1000mm×1500mm

THB-01MG
(Hyperbeta MG 050color Matt)
t0.4mm×600mm×1200mm

THB-02PG
(Hyperbeta Parls Gold)
t0.4mm×600mm×1100mm

THB-03LG
(IP Gold Titanium Hyperbeta LG)
t0.4mm×600mm×1100mm

THB-04MG
(IP Gold Titanium Hyperbeta MG)
t0.4mm×600mm×1100mm

TIP-05-OG
(IP Gold Titanium (Origami))
t0.4mm×600mm×1100mm

TIP-06-MG
(IP Gold Titanium (Metal Kilim))
t0.4mm×1000mm×1500mm

TIP-07-RG
(IP Gold Titanium (ND20))
t0.3mm×1000mm×1500mm

TIP-08-CG
(IP Gold Titanium (SD3))
t0.4mm×1000mm×1500mm

SD3+Gold
t0.4mm×1000mm×2400mm

SD3+Pink
t0.4mm×1000mm×2400mm

ND20+Silver
t0.4mm×1000mm×2400mm

≠ = 受注生産  Build-to-order manufacturing
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。
※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.
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※本価格表の全ての表示価格に消費税･梱包･送料は含まれておりません。
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P.415
3Dステンレス mako Stainless Steel ≠

P.415
3Dステンレス mako Stainless Steel ≠

P.415

3Dステンレス mako Stainless Steel ≠

P.416
ホワイトステンレス mako Stainless Steel ≠

P.416
ホワイトステンレス mako Stainless Steel ≠

P.416
ホワイトステンレス mako Stainless Steel ≠

P.416
ホワイトステンレス mako Stainless Steel ≠

P.417
無方向スクラッチ mako Stainless Steel ≠
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SMS-09
(Mysterlous Mirror / ripples)
t0.6mm×1219mm×2438mm

SMGS-10
(Mysterlous Mirror Gold
                      / Golden ripples)
t0.6mm×1219mm×2438mm

SFS-11-□（パターン）
(Fantastic Stainless Steel 
(別注対応：
    Custom order production))
t0.3mm×1000mm×2000mm

SUW-12
(和-Finish 梅枝 
Japanese-Finish Plum tree)
t1.5mm×1219mm×2438mm

SSW-13
(String Curtain)
t1.5mm×1219mm×2438mm

SPW-14
(Powder Snow)
t1.5mm×1219mm×2438mm

SFW-15
(ゆらぎ Fluctuation)
t1.5mm×1219mm×2438mm

SSVS-16
(Shine with Waves)
t1.5mm×1219mm×2438mm

≠ = 受注生産  Build-to-order manufacturing
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。
※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

※本価格表の全ての表示価格に消費税･梱包･送料は含まれておりません。
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P.459

CeLight(Flat type)
セライト（フラットタイプ）
サイズ：450mm（17.72"）×450mm(17.72”)
※電源装置別途

サイズ：450mm（17.72"）×450mm(17.72”)
※電源装置別途

サイズ：300mm（11.81"）×300mm(11.81”)
※電源装置別途

サイズ：450mm（17.72"）×225mm(8.86”)
※電源装置別途

CLH450SW-□□K-24V-C2
色温度

（2700K/3000K/3500K/4000K）
\46,000

CLH225SW-□□K-24V-C2
色温度

（2700K/3000K/3500K/4000K）
\23,000

P.459
CeLight(Flexible type)
セライト（フレキシブルタイプ） CL450SW-□□K-24V-C2

色温度
（2700K/3000K/3500K/4000K）

\53,000

CL300SW-□□K-24V-C2
色温度

（2700K/3000K/3500K/4000K）
\37,000

ご注意 Usage Precautions (Warning)
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・セライトの入力電圧はDC24Vです。AC電源に接続しないでください。
・ほこりや引火の可能性のある場所に設置しないでください。
・セライトを落としたり、堅いものにぶつけたりしないでください。
・LEDチップやその他部品があるところを折らないようにご注意ください。
・設置接続を必ず行ってください。
・調光は別途専用調光器をご購入ください。
・ネジ穴以外の場所を使用して取り付けしないでください。
＊防水加工を施しているため、接着剤･両面テープ等では固定できません。
　固定する際はネジを使用してください。

・Input voltage for CeLight is 24 VDC. Do not connect to AC power.
・Do not install in locations subject to dust or flammability.
・Do not drop CeLight or strike against hard objects.
・Be careful not to break where the LED chip and other parts are located.
・Make sure to perform installation connection.
・Purchase a dimmer separately for dimming.
・Do not install using a place other than screw hole.
＊Because It is waterproofed, it cannot be secured with adhesive, double-
　sided tape, etc. Please use screws when installing.

≠ = 受注生産  Build-to-order manufacturing
※サイズ別注・表面処理別注も承ります。詳細はお問い合わせください。
※ Different sizes and finishes are available upon request.

Please contact us for details.

※本価格表の全ての表示価格に消費税･梱包･送料は含まれておりません。


