http://www.hittite.jp

「HITTITE（ヒッタイト）
」は、鉄の美術工芸品や、建材の製作、店舗・住宅のデザイン、施工までを手掛ける職人集団です。工房を構え
る京都府木津川市は、古都・奈良との県境に位置し、京都、宇治市に次ぐ国宝、重要文化財があります。理念に掲げるのは、そうした「宝」
や
「財」
となるような
「無二のものづくり」
。後世に受け継ぐべき住環境づくりに寄与するため、
妥協のない職人の技術や調和のとれたデザイン、
人との縁を大切にしています。製品は熟練した技能を持つ職人が工房で 1 点ずつ丁寧につくり上げ、量産品にはない個性と品質（Original
Quality©）を備えています。情報通信技術（ICT）や高性能な機械に依存せず、手作業でしか生み出せない、日本の伝統的な建築や美
術工芸品のような「普遍的な価値」の創造を目指します。

“HITTITE” is a group of innovative artists and craftsmen based in Kizugawa City, Kyoto, who inherit the true essence of MONOZUKURI
(manufacture) from the land that shares the border with the ancient capital of Japan, Nara and marks third to Kyoto City and Uji City in the
amount of national treasures and important cultural properties. Besides industrial designs and home/shop renovations, we offer hand-made
detailed arts and crafts, building material, and tailor-made products using iron. We place our values on the one-and-only MONOZUKURI craftsmanship which is essential in creating something that would eventually add up to these national goods, and to create a better living environment
and the future for our children. You may witness in our hand-made products, the perfection and the persistence of the Original Quality© that our
skilled craftsmen have strived for regardless the time and cost; a quality that mass-production cannot deliver. While high-tech has always been
the key to modern life, HITTITE presents “low-tech” hand-made manufacture to seek for a “universal value”, a value we see in Japanese traditional architecture and arts and crafts.
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IRON (Fe)

鉄をたたいて、曲げて、自在に形づくる鍛造技術。日本では、日本刀をつくる職人「刀鍛冶」らの手で支えられてきました。
一方、欧州には、鉄を加工して、華やかな鉄製の門扉や看板などを好みに応じて作る「ロートアイアン」
（鍛造工芸）が

あります。ヒッタイトは、妥協を許さない日本の刀鍛冶に倣った職人の姿勢を基に、欧州の自由な発想をくんだ鍛造工芸品
を得意としています。指先に伝わる素材の温度や感触などの五感を大切にしながら、優れた技術で独創的な装飾品や建材
に仕上げます。

Forging is one of the oldest and perhaps the most commonly known iron processing methods where we hammer the iron to
form it into shapes. From the katana that the swordsmiths in Japan made for the samurai, to the wrought iron gates and
signboards that the blacksmiths made in Europe, the art of iron forging and the passion that these craftsmen put in have been
passed down through generations leaving HITTITE with the opportunity to integrate different aspects of the culture to create
something new. We heat the iron, hammer it and form it into shapes while we feel its temperature, speak with the iron, and hear
its breathing sound.

Crafts
man
ship
情報通信技術（ICT）を使えば、手に入らな
いものはない時代。あらゆる消費を繰り返し、充
足感を得ています。私たちが手掛ける製品は、
ライフサイクルが長く、優れた美意識と品質が求
められます。空間にたった一つあるだけで心が満
たされる製品を作り、届けます。

ヒッタイトの考える「ものづくり」
熟練の職人が手間を惜しまず魂を込めて「もの
をつくる」という精神性や過程で、
単純に「製造」
を表す言葉ではありません。世界的な信頼を得
てきた、かつての「MADE IN JAPAN」と共
通する概念です。

Mass-production

and the rapid growth of

Information and Communication Technologies
(ICT) have dominated the consumers’ minds with
convenience over joy. While both are important
factors of modern life, HITTITE manufactures
one-of-a-kind products that are longer-lasting with
the aim to fulfill your life and living space with
more joy.

MONOZUKURI
A Japanese term for “manufacture” or simply
“making things” often infused with a deeper
impression of skilled craftsmen striving for perfection regardless the time or cost. The Japanese share
this mindset and take pride in the spirit behind the
widely-known high quality of the good old “MADE
IN JAPAN” products.

「美」

所在地の京都府木津川市は、古都・奈良と
の県境に位置し、国宝や重要文化財の数は京
都、宇治市に次ぎます。１千年以上の歴史を誇
る「岩船寺」や「浄瑠璃寺」はそれらを象徴す
る寺院。重厚な建築や審美的な仏像、豊かな自
然が溶け合い、四季折々の表情をのぞかせます。
造形へのこだわりは両寺のような文化遺産に根ざ
しています。
千利休によって茶の湯が大成されて４００年余。
限られた空間の中で、一服のお茶を点て、招き
入れた客を心からもてなす茶道は、ヒッタイトが
考えるものづくりの哲学そのもの。茶道具をはじ
め、言葉やおじぎの所作一つ一つに相手への心
配りが感じられます。茶の湯で「侘び」と呼ばれ
る言葉の背景には、華美なもてなしではなく、選
び抜かれた道具と緊張感の中で、心の交流を求
めた利休の思いが込められています。わたしたち
の製品が茶道具のように、１人でも多くの方の心
に留まり、出会いの空間を美しいものにできれば
と願っています。
“数ミリ単位の造形までこだわりを求め、最高の
「ものづくり」を追究する。ふとした瞬間に湧き
出る想像力は、都市の喧噪の中ではなく、静か
な心の対話の中に現れます。言葉は交わさずと
も、深い美意識とおもてなしの精神にものづくり
との関わりを感じます。”

Kizugawa, a city in southern Kyoto that shares

the border with the ancient capital of Japan, Nara,
marks third to Kyoto City and Uji City in the
amount of national treasures and important cultural
properties. Without losing a single touch of beauty
for over 1,000 years, Gansenji and Joruriji are
symbolic temples that dwell on the historic land
filled with nature. HITTITE, also native to the land,
has been deeply inspired by the everlasting beauty
of these cultural heritages which guide them to the
essential meaning of MONOZUKURI.
Over 400 years have passed since Sen no Rikyu
established the practice of tea, or “cha-no-yu”. The
dedication on how a tea master pays extra care and
attention to what they say, how they act, and to
what tea utensils to use are beyond manners and
closely resemble HITTITE’s philosophy towards
MONOZUKURI. The word “wabi” used in
cha-no-yu reflects Rikyu’s ideology that a gaudy
party does not lead to a heartfelt welcome but is
rather meaningless to a true communication
between the souls. We hope our products bring
massiveness in the air and warmth to the heart, just
like the fascinating tea utensils.
“Whilst on a journey to find the true meaning of
MONOZUKURI, an unexpected aesthetic sense
and imagination reveals in the tranquil souls deep
down in my mind that cannot be seen or heard in the
busy urban streets. Only a few verbal words are
needed to experience the cultural practice of tea and
to realize that the heartfelt welcome is closely
related to the spirit of MONOZUKURI.”
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ORIGINAL
©
QUALITY

推奨

木板

195〜350 幅
190

推奨

20

36

36

20

36

36

236
262

TU1-200

30

30

The iron utensils at their best; supporting the shelf
board. Composed of 2 lines, the tender curve gives
us a warm feel while the hand-forged textile that the
craftsmen created presents the one and only in the
world, the Original Quality©.

195〜350 幅
190

236
262

棚板を受ける道具。二本の線で構成されたその
面持ちは柔らかく温かな印象を与える。クラフト
マンの手で丁寧に叩き出された鍛造独特の質感
は世界に唯一つ。納期 14 日〜。参考価格／
TU1-200 マットタイプのみ 写真下 ¥18,500
TU2-200 マットタイプのみ 写真上 ¥17,200
( 税抜 )

木板

棚受け 1

190x262x25
shelf rest/matte type
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TU2-200

棚受け 2

190x262x25
shelf rest/matte type

70

65

65
130

173
218

SF-200L

サイドフック L

218x130x70
side hook/matte type, gloss type

サイドフック。引き締まったフォルムで、
主役をひきたてながら存在感を失わな
い。先端は真横に伸び、丸みを帯びてい
る。正面から見ると細く薄い。1300 のコ
ークス炉で熱せられた鉄を鍛造し、不純
物を絞り出している。耐久性が高く少々
の重みでは動じない。納期 14 日〜。参
考価格／マットタイプ ¥20,200 グロス
タイプ ¥23,600（税抜）
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You may rediscover the meaning of a hook
from this extraordinary piece that runs
sideways and parallel to the wall. The
horizontally-aligned tip of the hook forms a
circle viewed from the top, very thin from
the front. The beautiful curve can only be
created by hand-forging, not to mention the
use of pure carbon which was extracted and
the impurities expunged in the 1,300
degrees-Celsius coke oven, provides extra
strength to the hook to support your belongings.

Cherish
the Moment
Curve

シャープに削がれた平面と、弓型の柔らかな曲面。対極的なフォル
ムを融合し、漆黒の衣装と気品漂う金色のアクセサリーを纏う。大
切な物を大 切な時に。納 期 14 日〜。参 考 価 格 ／マットタイプ
¥21,500 グロスタイプ ¥24,900 ( 税抜 ) 写真はグロスタイプ
A touch of gold on a pitch-black coat brings elegance to the room as you
witness the contrast between the massively sharpened flat surface and
the tenderly curved surface. This reliable hanger keeps your belongings
secured; for homes, hotels, and shops.

65
50

65

50

550

TH-450C

550x65x76
hanger curve style/matte type, gloss type

TH-300C

弓形ハンガー

383x50x57
hanger curve style/matte type, gloss type

50

重厚な作りから感じられる存在感。スクエア型
のブラケットは古の職人達が刻んできた歴史を
主張する。シンプルに受け継がれてきたデザイン
もまた、新たなスタイルで主張する。納期 14 日
〜。参考価格／マットタイプ ¥18,200 グロス
タイプ ¥21,600（税抜）写真はマットタイプ→

弓形ハンガー

57

65

Straight

383

76

550

TH-450S

The majestic presence of the square bracket shape
is a gift from the craftsmen of the past who created
the basis of orthodox and simplicity in design. The
style has been inherited through HITTITE and has
reborn.
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直型ハンガー

376

66

550x65x76
hanger straight style/matte type, gloss type

TH-300S

52

直型ハンガー 376x50x57
hanger straight style/matte type, gloss type

AS NATURAL

AS GEOMETRY
OR IGIN AL QU AL IT Y

800
x50

1.6x50

旗蝶番
（勝手方向変更可）

Slide to open

（勝手方向変更可）

1.6x40x20

1.6x40x20

ロゴ入り戸当り

ロゴ入り戸当り

2.3x50x50

750

850

1100

232

1680

1180

（手前、奥取り付け変更可）

20

2.3x50x50

（手前、奥取り付け変更可）

2.3x50x50

1023

旗蝶番

Slide to open

20

20

100

1.6x50x50

150

500

500

コンクリートによる埋設

940

GL

150

GL

MP2-940R(L)

2.3x50x50

20

2.3x50x50

コンクリートによる埋設

940

トラピゾイド門扉

1180x940x50
gate trapezoid style/matte type

MP1-940R(L)
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スクエア門扉

1100x941x50
gate square style/matte type

縦、面格子の常識にとらわれない新しいスタイル
の門扉。台形 ( トラピゾイド ) には幾何学模様を
表現、門の向こう側に抜ける空気を意識した。
中央の横棒はカギで、左右にスライドすれば施
錠できる。勝手方向を選べるので様々な場所に
設置可。納期 30 日〜。マットタイプのみ。参考
価 格 ／ MP1-940R(L) ¥221,700 ( 税 抜 )
MP2-940R(L)¥183,300 ( 税抜 ) タッチアップ塗
料 付 属（※商 品 写 真 は p.30）(See p.30 for
photo)
An exodus from the conventional lattice gates. The
design emphasizes what’s behind the gates; the
spacious body and the classical lock can be
installed regardless the doorstop position and
opening direction. Comes with touch-up paint.

For your

y
l
i
fam

大切なきみのために
縦ラインに 4 本の横ラインで構成された頑丈なベビーゲート。大切
な生活を見守ってくれているような表情がうかがえる。既製品のベビ
ーゲートでは物足りなかった空間に調和するデザイン。鍵はネジをま
わしてかける単純な仕組みだが、安心の二重構造。また、勝手方
向は左右選べるので、好みの方向から開け閉めできる。在来工法
の建築に対応した寸法で使いやすい。納期 30 日〜。参考価格／
マットタイプのみ ¥157,800（税抜）写真は左勝手の BG-777L。
タッチアップ塗料付属

4 firm horizontal lines provide us a safe and secured feeling for you and
your loved ones. The gate blends right into the room, unlike the
ready-made gates, giving you a stable relief. The simple-but-safe,
double-lock system ensures the security. Designed to match the conventional method in architecture and installation available regardless the
doorstop position and opening direction. The photo is BG-777L,
left-handed. Comes with touch-up paint.

777
②ネジをまわしてダブルロック
①スライド

旗蝶番
（勝手方向変更可）

戸当り（手前、奥

750

取り付け変更可）

87

FL

BG-777L(R)

ベビーゲート 777x750x32
baby gate/matte type
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20

227

50

木
下

地

41

250

135（推奨取り付け位置関係）

77.5
44.5

地

114 トイレットペーパー幅
下

184

木

79

91
115

TP1

ペーパータオルホルダー

91x305x115
paper towel holder/matte type, gloss type

シャープで縦に真っすぐに伸びるフォルムが特徴。5mmに削りださ
れた四角い棒が、キッチンを洗練させる。納期 14 日〜。参考価格
／マットタイプ ¥17,100 グロスタイプ ¥20,500
A contrast is born when tenderness is added to the straight-lined
iron mount. Sharpened down to a
5mm-wide square, the “stick”
brings tense and a new inspiration to the kitchen.
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TP2

トイレットペーパーホルダー

toilet paper holder/matte type, gloss type

トイレのペーパーホルダーは、デザインに風格のある「龍」をイメー
ジ。しなやかでシャープなフォルムがレストルームの品格を高める。
ホルダーと芯受けは分離型のため、トイレットペーパーの大きさによ
って取り付け位置を変更できる。写真は汎用日本製のペーパー。取
り付けの際に必要なテンプレート付属。納期 14 日〜。参考価格／
マットタイプ ¥35,600 グロスタイプ ¥39,000
The Guardian of the restroom; toilet paper holder. The distinctive
presence is similar to that of a dragon in the sky. The supple cover and
the sharp core mount are separately installed which allows you to adjust
them to fit any size of toilet paper rolls. Comes with a template used for
installation.

喫茶などを楽しむ空間に調和するクラシックな格子。クラフトマンの
細部へのこだわりが豊かな空間を演出する。4 台の組み合わせ（写
真大）などで、空間を自由にデザインでき、在来工法の建築にも相
性が良い。プラスターボードを枠の側面に巻き込み、仕上げの材料
を被せれば、より空間を彩れる。写真は 4 台の組み合わせ。納期
20日〜。参考価格 ／マットタイプのみ ¥63,400 ／ 1 台（税抜）
タッチアップ塗料付属

856.5

断面図

3mm ガラス

コースレッドビス
等で下地にもしく
はドリルビスにて
枠同士を繋げる。
締めすぎ厳禁。

399

window frame/matte type

1713（±1mm）

856.5x856.5

856.5

WF1-856

ウィンドウフレーム

3

One of the main characters of the room in industrial designs as well as
HITTITE’s classic series. The hours spent by the craftsmen bring
inspiration to our minds and let us appreciate the moment in such a
manner that a cup of coffee would when it fills the room up with its
aroma. The size is designed to match the conventional method in
architecture, which allows us to design the space freely and beautifully
by putting the pieces together. (The photo is a shot of 4 pieces mounted
together) You may enjoy a deeper contrast by wrapping the sides of the
frames with plaster boards and applying the final touch. Comes with
touch-up paint.

8

オリジナルタッピングビス
(+)3x20 真鍮メッキ（金色）

6

6

納品時に片側は
取り付け済み

20

必要に応じて付属の
外枠と外枠を繋ぐ用
のドリルビスを使っ
て①の行程でしっか
りと組み合わせ、固
定してください。

2

外枠 x1
格子内枠 x2

40

1 1

16

2

付属品
・オリジナルタッピングビス x16 ヶ
(+)3x20 真鍮メッキ（金色）
・(+) 皿頭ドリルビス 4x30 x 16 ヶ
・タッチアップ用塗料 100cc x 1 ヶ

施工順
ガラスは含まれておりません。
ガラス取付業者様で 811x811（推奨）の 3mm 厚ガラス注文、取り付け、
コーキング処理をお願いします。
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① 外枠 x1 台をビスで下地に固定。
② ガラスを設置し、下穴に合わせ、オリジナルタッピングビスで外枠と内枠をドラ
イバーにて固定。
③ 搬入時、設置時に剥がれた箇所、もしくは全体を付属のタッチアップ塗料にて補修、
乾燥。
④ つや消し黒の変成シリコンにて全体をコーキング。

The
OF

imagination

断面図

WF2-1688
5mm ガラス推奨

1275

コースレッドビス等
で下地に固定。
※締めすぎ厳禁。

オリジナルタッピングビス
(+)3x20 真鍮メッキ（金色）

6

6

納品時に片側は
取り付け済み

20

404.5
5
16
40

1.5 1.5

16

付属品
・オリジナルタッピングビス x56 ヶ
(+)3x20 真鍮メッキ（金色）
・(+) 皿頭ドリルビス 4x30 x 16 ヶ
・タッチアップ用塗料 100cc x 1 ヶ

1688

施工順
ガラスは含まれておりません。
ガラス取付業者様で 1643x1231（推奨）の 5mm 厚ガラス注文、取り付け、コーキング処理を
お願いします。

① 外枠 x1 台をビスで下地に固定。
② ガラスを設置し、下穴に合わせ、オリジナルタッピングビスで外枠と内枠をドライバーにて固定。
③ 搬入時、設置時に剥がれた箇所、もしくは全体を付属のタッチアップ塗料にて補修、乾燥。
④ つや消し黒の変成シリコンにて全体をコーキング。
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ウィンドウフレーム

window frame/matte type

1275x1688

「空」は生活を彩る要素の一つ。ガラスの間仕
切りは、圧迫感がなく、「空」を生活の一部に溶
け込ませ、部屋を美しく見せることができる。美
しいデザインと、ハンドクラフトの質感がフレーム
の向こう側の想像力をかきたてる。納期 20日〜。
参考価格／ マットタイプのみ ¥205,900（税
抜）タッチアップ塗料付属
Tremendously large and amazingly beautiful; the
sky indeed is one of our most important living
spaces that we are blessed with. Using a glass
window as a partition provides more space and
style to the room. The elements of industrial
designs and the hand-made texture bring unlimited
elegance to the objects beyond the frame. For
homes and shops. Comes with touch-up paint.

PRODUCTS

1

2

3

4

5
6

7

8

9
シャープな平面と直線、弓型の柔らかな曲線−。
多様なフォルムを融合したハンガーやフックなど
の自社製品。金色のアクセントが気品を漂わせ
る、つやありグロスタイプ。深みのあるダークグレ
ーで使い込む程に味が増す、つやなしマットタイ
プ。ナチュラル、インダストリアル、エレガント、
ジャパニーズモダン、
、様々なシーンに映える。

10

11
12

A touch of gold on a pitch-black coat and the
contrast between the massively sharpened flat
surface and the tenderly curved surface; two
opposite elements combined form the Gloss type,
while you may enjoy the dark grey colors of the
Matte type which deepens and ages with time.
Natural, industrial, elegant, Japanese Modern...
color your life with drama.

1. 直型ハンガー大／TH-450S hanger straight
style, gloss type 2. 直型ハンガー小／ TH-300S
hanger straight style, gloss type 3. 弓形ハン

13

ガー大／TH-450C hanger curve style, gloss
type 4. 弓形ハンガー小／TH-300C hanger curve
style, gloss type 5.棚受け1／ TU1-200 shelf
rest, matte type 6.サイドフックL／SF-200L hanger
side style, gloss type 7.サイドフックL／SF-200L
hanger side style, matte type 8. ペーパータオ
ルホルダー／KT paper towel holder, gloss type
9. 棚受け2／TU2-200 shelf rest, matte type
10.トイレットペーパーホルダー／TP toilet paper
holder, gloss type 11.トイレットペーパーホル
ダー／TP toilet paper holder, matte type 12.
ペーパータオルホルダー／KT paper towel holder,
matte type 13. 直型ハンガー大／TH-450S hanger
straight style, matte type 14. 直型ハンガー小
／TH-300S hanger straight style, matte type
15. 弓形ハンガー大／TH-450C hanger curve
style, matte type 16. 弓形ハンガー小／TH-300C
hanger curve style, matte type

14

15

16
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組み合わせは、
自由。

S 120x70 D 120x120
classic switch plate/single, double, and more

参考価格／本体プレートのみ（マットタイプ）シングル ￥6,800 ダブル ￥7,600
専用スイッチ ¥900 ／ 1 個（抵抗負荷／ 15A AC125V, 6A AC250V, 20A DC30V 誘導負荷／ 10A AC125V 力率 =0.6）
表示プレート ¥140 ／ 1 枚
防水キャップ ¥270 ／ 1 個
刻印 ¥60 ／一文字

120

空間の隠し味、「クラシックスイッチプレート」
。重厚な鉄のプレートと、機能美を備えたスイッチは汎
用品にない味わいがある。「ON」「OFF」を切り替えると、
「パチッ」というノスタルジックな音が響く。
パーツごとの注文で様々な組み合わせを楽しめる。本体プレートは 2 種から、「ON」「OFF」の表示
プレートは 4 種類から選べる。水廻りなどに配慮した防水キャップも用意。文字の打刻で、オリジナル
スイッチに仕上げることもできる。汎用の配線ボックス
（適合規格 (PS)E 対応）
のネジでも取り付け可能。
納期 14 日〜。

SW-S

83.5

SW

70

クラシックスイッチプレート

専用スイッチは 1〜2 つ取り付け可能

120
46

（規定の英大文字フォント A〜Z、0〜9）

B

C

表示プレート

D

防水キャップ

刻印

The secret ingredient to a room with style; is the classic switch plate. The heavy iron plate supports the
industrial, old-school toggle switches. You will find yourself in joy to hear the nostalgic sound every time
you switch it on and off. Create your own set as they are available by parts; 2 types of plates, 4 types of
ON/OFF indicator plates, and a water-resistant cap option. Original hammered stamps are also available to
create your original switch plate. The screws of standard switches (PSE approved) can be used.
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(-)SCREW
MN-38

マイナス木ネジ

3.8x38
(-)screw/gold style, matte style

1935 年、アメリカの技術者「ヘンリー・F・フィリップス」らがプラスネジを開
発してから、それまで主流だったマイナスネジは徐々に姿を消していく。今では
古い工業製品やアンティークをのぞいて見かける機会は減った。HITTITE
Original Quality© は機能美と味わいを備えたマイナスネジに可能性を見いだ
し、製品化した。3.8x38の木ねじ仕様で鉄に真鍮メッキを施した
「gold type」、
リン酸パーカー処理を施した艶なしダークグレーの「matte type」の 2 種類。
付属品（門扉・ウィンドウフレーム以外全商品）、別途追加注文可 ¥42 ／
１ヶ（税抜）
In 1935, Henry F. Philips and his engineers invented the crosshead screw. The
minus screw gradually disappears soon after the industrial revolution and can only
be seen on old products and antiques in the market today. The origin dates back a
few hundred years ago when the minus screw was first used for the matchlock guns
in the Age of the Civil Wars in Japan (Sengoku Period). Through time, we proudly
present the return of the minus screw, with the Original Quality©. The 3.8x38
wood screws are suitable for common architecture and come in 2 types; the
brass-plated gold type and the dark grey matte type parkerized with phosphoric
acid. The screws come with all products except the gates and the window frames.
Additional orders available.
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120

A

専用スイッチ

83.5

（全て税抜）

SW-D

専用スイッチは 1〜4 つ取り付け可能

※詳細は p.17

2006年の創業以来、
暮らしに身近な鉄の内外装品の製造を手がけてきました。店舗や住宅のデザインから施工までを一貫
する総合請負でも豊富な経験があります。
１０周年の節目に完成させた製品『HITTITE CLASSIC 2016』
を、住宅や商業
施設、特別な空間の設計、施工に携わる事業者の皆様にご案内するため、冊子を作りました。
今後とも、素材やデザインの可能性を追求し、末永くご愛用いただけるよう一層の努力と研究を積み重ねて参ります。
ご指
導、
ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

〒619-0211 京都府木津川市鹿背山大木谷37
EMAIL : info@hittite.jp

HITTITE 代表 中島和俊

URL http://www.hittite.jp
Instagram https://instagram.com/hittite̲japan

Since our establishment in 2006, we have been blessed with many opportunities to fulfill our customers’ requirements from

Facebook https://www.facebook.com/originalqualityhittite/

local interior/exterior products to home/shop renovations to construction businesses as the general contractor. We felt the urge
on our 10th anniversary, to present our products through our first catalog, entitled “HITTITE CLASSIC 2016” for our
customers including designers, architects, contractors, and construction companies. We hope that through our products you
may feel the essence of MONOZUKURI as we continue on with our journey to strive for excellence.

HITTITE classic 2016

Kazutoshi Nakajima

2015 年 11 月 15 日初版発行
著者

Executive Manager
HITTITE, Japan
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¥864（税込）

本書の無断転写、転載、複製を禁じます。

< 重要 >
■表示価格は全て税抜価格です。
■製品用途以外のご使用をされると、ケガをする恐れがあ
ります。
■本カタログに掲載されている製品はすべて受注生産品ですので、最低でも 14 日か
ら。納期は目安として頂き、場合によって前後することを予めご了承ください。
■掲載商品は
すべて鉄製ですので、雨や、湿気の多い場所での使用は錆びの原因となります。錆止め材
を塗装していますが、錆もデザインの範囲内としてお考えください。
■印刷物の特性上、製品
の色味が現物と若干異なる場合があります。
■製品改良や経済変動により、予告無く価格を
改定することがあります。
■製品選定の際は、製品仕様をよくご確認ください。
■完全手作業
にての製品ですので、寸法に図面と若干の誤差が生じる場合があります。
■取り付けの際は、
専門業者に依頼し、製品に傷をつけずに施工してください。特にオリジナルマイナスネジ
MN-38 を使用の際、必ず製品を取り付け箇所に合わせ、穴位置を確認してから、下穴を
あけ、マイナスドライバーにての手締めをお勧めします。取り付け時の損傷については保証対
象外です。丁寧に施工してください。同時に、MN-38 は木用のネジですので、必ず下地に
木材を使用してください。
まずはメールにてご相談ください。お見積もり致します。

<Important>
■Please note that all products are build-to-order (BTO) and require 14 days, at the
least, to manufacture and process your order and that this may change accordingly. ■
Tax is not included in the reference prices. ■Our products use iron, which rust when
exposed to moisture and rain. We apply anti-rust paint but please bear in mind that
they do not completely protect the iron from rust. ■The colors of the items may appear
differently than on printed materials. ■The prices may change without prior notice due
to improvements and the change of economy. ■Improper use or disregard of these
warnings may cause injury to persons. ■Please be sure to double-check the size before
placing the order. ■We recommend consulting a professional when installing; please
beware of dents and scratches as damages caused upon installation are not covered by
warranty. We especially recommend opening a tap drill hole when using the MN-38
Minus Screw, and tighten them by hand. Please also note that the MN-38 are wood
screws and they can only be screwed on wooden materials.
Please contact us via email for inquiries and estimates.

