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on shoes. However, shoehorns are not available everywhere all of the time. 
Because of this, we came up with a perfect shoehorn you can carry around. This 
slim shoehorn with a clip can be clipped onto the inside of your jacket pocket or 
pocket of your bag, and you can pull it out quickly when you want to use it and put 
on your shoes. We thought that the smart action of taking out the shoehorn to put 
on one’s shoes would become the mark of a gentlemen.

on shoes. However, shoehorns are not available everywhere all of the time. 
Because of this, we came up with a perfect shoehorn you can carry around. This 
slim shoehorn with a clip can be clipped onto the inside of your jacket pocket or 
pocket of your bag, and you can pull it out quickly when you want to use it and put 
on your shoes. We thought that the smart action of taking out the shoehorn to put 
on one’s shoes would become the mark of a gentlemen.

Clip Shoehorn

cliph



商品特長 Characteristics

サッと出して靴を履く
クリップ付のスリムな靴べらは、使いたい時にサッと出し
て使うことができ、靴を履くという一連の行為をスマート
に美しくしてくれます。

クリップが付いている理由
クリップを使って、ジャケットの内ポケットに挿しておき、
使いたい時にはサッと取り出して靴を履くことができま
す。また、カバンのポケットなどにもスッと挿しておくこと
ができます。

高度なプレス加工技術
株式会社田中製作所が有する高強度ステンレスのプレ
ス加工技術によって、スプリングバックを起こさないクリ
ップ形状が可能となっています。

革靴を履く行為を補助する靴べら。これが無いと、紳士たちは履くときに見苦しい態勢を強いられることになります。

しかし、この履く行為をスムーズにし、なおかつ靴を傷めない靴べらはどこにでも常備されている訳ではありません。

そこで、携帯するために最適な靴べらを考えました。クリップが付いたスリムな靴べらは、

ジャケットの内ポケットやカバンのポケットに挿しておき、使いたい時にサッと出して靴を履くことができます。

取り出す仕草から靴を履くまでのスマートな行為が、紳士の美学となるように考えました。

靴を履く行為を美しく

シルバー / Silver

電解研磨加工
ブラック / Black

黒染め加工

販売用パッケージ Display Packageカラーバリエーション Color Variation

クリフ
クリップ靴べら
￥2,315(税抜き)
85080 -SV(4571385020441)
85080 -BK(4571385020458)
シルバー ・ ブラック 
Ｗ21ｍｍ × Ｈ7.2ｍｍ × Ｄ99.5ｍｍ ・ 16g
Ｗ47ｍｍ × Ｈ14.5ｍｍ × Ｄ127ｍｍ ・ 30g
使用説明書
ステンレス （ 電解研磨加工 / 黒染め加工 ）
日本
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カタログ上のご注意 ●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

品名
品種
価格
商品番号(JAN)

カラー
製品サイズ ・ 重量
パッケージ（単品） ・ 重量
付属品
材質
生産国

お問合せ先
販売

TEL
FAX
MAIL

製造元

株式会社 ハーズ実験デザイン研究所
METAPHYS事業部
06-6854-3387
06-6854-3386
info@metaphys.jp

株式会社 田中製作所


