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ハンドルが付いていない扉を楽に開けることができます
扉に取手もツマミも付いていない家具はキッ
チンでも収納家具でも益々一般的になりつつ
あります。ブルムのチップオンはこのような
家具のオープンサポートシステムです。ユー
ザーは取手のない家具用扉を楽に開けたり閉
めたりすることができます。チップオンはい
ろいろな家具に使えます。

標準タイプはカブセ仕様の扉に、ロングタイ
プはトールキャビネットやインセット扉に使
用できます。どちらもキャビネット側板に埋
め込むか、アダプタープレートに差し込んで
使います。

Catalogue 2009

クリップトップ－ヒンジシステム
▶扉用チップオン

チップオンを使えば取手が付いて
いない扉も押すだけで開けられま
す。

軽く押すだけで楽に開けられます

扉はユーザーが使いやすい角度ま
で開きます。

キャビネット内部を楽に見ること
ができます。

ユーザーの自由な動きが制限され
ることはありません。

チップオンは十字形のアダプタープ
レートを使ってキャビネット内部に
取り付けることもできます。

チップオンはストレート型のアダプ
タープレートを使ってキャビネット
内部に取り付けることもできます。

チップオンはキャビネット側板に
取りつけます。

細部に至るまで高い品質

扉側プレートには粘着式と埋め込
み式とネジ止め式の３種類があり
ます。
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埋め込み式

アダプタープレート使用

955.1004   
品番

 ナイロン
グレー
チップオン 955.セット

取付寸法

すき間

アダプタープレート

すき間

接着面は汚れ、ほこ
りを取りエタノール
で拭いてください。

Catalogue 2009

クリップトップ－ヒンジシステム
▶扉用チップオン
▶▶チップオン955－埋め込み用－標準タイプ

（　）は扉側プレート
がネジ止め式の場合

FA　扉のカブセ
★ネジ頭とチップオ
ンは3mmずらして
ください。

・チップオン－扉は押すだけで開きます。
・カブセ仕様の扉で扉の高さ1300mmくらい
まで。
・チップオンの可動部は長さ18mm。
・必ずブルムのキャッチ無しヒンジと一緒に
使います。
・側板に埋め込むかアダプタープレートと組
み合わせて使います。
・扉側プレートは粘着式とネジ止め式と埋め
込み式の３種類があります。

製品 特長 扉側プレート

955.1002 チップオン本体
955.1008 粘着式プレート
955.1008S ネジ止プレート

扉用チップオンは、ブルム社のキャッチなし
ヒンジの機能・性能を前提に室内家具用に開
発されました。他社のヒンジと一緒に使用し
た場合や開き扉以外に使用（引出、フラップ
扉等）した場合は機能を保証できません。
屋外や高温・多湿の場所では使用できません。

ラッチ、ダンパー、戸あたり、耐震ラッチ等
と一緒に使用する場合は必ずそれらの金具が
正常に作動し、機能・性能に問題がないかを
確認してください。

チップオンは取付位置、扉の高さ、重さ、扉
を押す位置等によって機能が異なります。必
ず試作・検証の上で採用・仕様を決定して下
さい。

955.1004   
品番

 ナイロン
グレー
チップオン 955.セット

955.1002
955.1008
955.1008S

 チップオン本体
 粘着式プレート
 ネジ止プレート
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埋め込み式

アダプタープレート使用

取付寸法

すき間

アダプタープレート

すき間

Catalogue 2009

製品 特長 扉側プレート

クリップトップ－ヒンジシステム
▶扉用チップオン
▶▶チップオン955A－埋め込み用－ロングタイプ

接着面は汚れ、ほこ
りを取りエタノール
で拭いてください。

FA　扉のカブセ
★ネジ頭とチップオ
ンは3mmずらしてく
ださい。

・チップオン－扉は押すだけで開きます。
・カブセ仕様の扉で扉の高さ1300mmくらい
からとインセット扉に。
・チップオンの可動部は長さ38mm。
・必ずブルムのキャッチ無しヒンジと一緒に
使います。
・側板に埋め込むかアダプタープレートと組
み合わせて使います。
・扉側プレートは粘着式とネジ止め式と埋め
込み式の３種類があります。

955A1004   
品番

 ナイロン
グレー
チップオン 955Aセット

（　）は扉側プレート
がネジ止め式と埋め
込み式の場合955A1002

955.1008
955.1008S

 チップオン本体
 粘着式プレート
 ネジ止プレート

扉用チップオンは、ブルム社のキャッチなし
ヒンジの機能・性能を前提に室内家具用に開
発されました。他社のヒンジと一緒に使用し
た場合や開き扉以外に使用（引出、フラップ
扉等）した場合は機能を保証できません。
屋外や高温・多湿の場所では使用できません。

ラッチ、ダンパー、戸あたり、耐震ラッチ等
と一緒に使用する場合は必ずそれらの金具が
正常に作動し、機能・性能に問題がないかを
確認してください。

チップオンは取付位置、扉の高さ、重さ、扉
を押す位置等によって機能が異なります。必
ず試作・検証の上で採用・仕様を決定して下
さい。

955A1004   
品番

 ナイロン
グレー
チップオン 955Aセット

955A1002
955.1008
955.1008S

 チップオン本体
 粘着式プレート
 ネジ止プレート
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ヒンジカップヒンジ

標準扉 70T5590BTL
70T5550.TL

70T5690BTL
70T5650.TL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

標準扉（特殊120°） 72T5590BTL
72T5550.TL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

標準扉 74T1590BTL
74T1550.TL

74T1690BTL
74T1650.TL

74T1790BTL
74T1750.TL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

標準扉

クリップ
70M2550.TL
70M2580.TL

70M2650.TL
70M2680.TL

70M2750.TL
70M2780.TL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

標準扉 70T6540B
70T6550

70T6640B
70T6650

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

面一ヒンジ 70T7540BTL
70T7500BTL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

厚扉
70T9550.TL 70T9650.TL 70T9750.TL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

ブラインドコーナー
78T9550.TL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

アルミフレーム扉
70T950A.TL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

アルミフレーム扉
72T550A.TL

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

クリスタロ
78C450BT

インサータ
ネジ止め式
打ち込み式

Catalogue 2009

クリップトップ－ヒンジシステム
▶扉用チップオン
▶▶キャッチなしヒンジ一覧
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ストレート型アダプタープレート 20/32

十字型アダプタープレート 37/32

十字型エキスパンド式アダプタープレート 37/32

955.1201   
品番

 ナイロン
素材

955.1501   
品番

 ナイロン
素材

955.15E1   
品番

 ナイロン
素材

Catalogue 2009

クリップトップ－ヒンジシステム
▶扉用チップオン
▶▶アクセサリー－アダプタープレート

・素材：ナイロン
　RAL7036
　プラチナグレー
・φ3.5mmかφ4mmの木
ネジで止める。
・ゼロポジションの時の扉
の隙間は2mm。
・標準タイプとロングタイ
プ両方に使えます。

・素材：ナイロン
　RAL7036
　プラチナグレー
・φ3.5mmかφ4mmの木
ネジで止める。
・ゼロポジションの時の扉
の隙間は2mm。
・標準タイプとロングタイ
プ両方に使えます。

・素材：ナイロン
　RAL7036
　プラチナグレー
・本体に付いているネジと
拡張ダボで止める。
・ゼロポジションの時の扉
の隙間は2mm。
・標準タイプとロングタイ
プ両方に使えます。

φ5mm深さ11mm以上
の穴が必要です。

955.1008D
品番

扉側プレート 埋め込み式
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調整

取付

取付

取付

扉表面をきれいにする。

扉表面をきれいにする。

扉表面をきれいにする。

扉の表面が硬かったり、MDFの場
合はφ2.5mmの下穴を開けるか皿
穴を開けてください。

扉の表面が硬かったり、MDFの場
合はφ2.5mmの下穴を開けるか皿
穴を開けてください。

扉の表面が硬かったり、MDFの場
合はφ2.5mmの下穴を開けるか皿
穴を開けてください。

粘着式 ネジ止め式

Catalogue 2009

クリップトップ－ヒンジシステム
▶扉用チップオン

チップオン 955x －埋め込み式

チップオン 955x －ストレート型アダプターを使う

チップオン 955x －十字型アダプターを使う

扉側プレート

十字形アダプターストレート型アダプター

FA=扉のカブリ
ネジ止め式プレートはチップオン
先端のマグネットがネジ頭に当た
って損傷するのを防ぐために3mm
ずらして取りつけてください。

FA=扉のカブリ
ネジ止め式プレートはチップオン
先端のマグネットがネジ頭に当た
って損傷するのを防ぐために3mm
ずらして取りつけてください。

FA=扉のカブリ
ネジ止め式プレートはチップオン
先端のマグネットがネジ頭に当た
って損傷するのを防ぐために3mm
ずらして取りつけてください。




