
Prosper
Sliding System

常識にとらわれない発想と、独自のものづくりの思想、

細部へのこだわりから生まれた重厚感のあるバリアフリーのスライディングドアシステム。

A barrier-free sliding door system with a solid feel, born from an idea unconstrained by common sense, 

an original manufacturing mind and an attention to detail.

特徴
Special features

●   The height of the base (sliding door mounting part) installed on the 
ceiling is only 50 mm(1.97”). Compact design makes it easier to 
introduce into restricted spaces.

●   The Top Rail is equipped with a linear motion system and achieved low 
noise and excellent slidability by the action of direct-acting rail and 
linear motion block with precision machining. It can move smoothly 
and quietly even with doors weighing 150 kg(331lbs).

●   Because there is no rail on the bottom, the range of space design will 
expand, not to mention barrier-free measures. 

●   The door body is simple and has a beautiful finish of having only 
glass and aluminum. It is heavy like a wall and it has a high sound 
insulation, and it also suppresses shake and rattling characteristic of a 
hanging door.

●   Because it does not use rollers and belts like a general sliding door, 
maintenance such as belt replacement is unnecessary.

●   It has been adopted into the luxury apartments of the Roppongi Hills 
and also the prime minister's residence in Tokyo, and it has been 
highly regarded.

●  天井裏に設置するベース（スライディングドア取付部）の高さは、わ
ずか50mm。コンパクト設計なので、制約のある空間にも導入しや
すくなっています。

●  トップレールに直動システムを搭載し、精密な切削加工を施した直動
レールや直動ブロックの働きで、低騒音と優れた滑動性を実現。重さ
150kgもの扉でもスムーズに、かつ静かに動かすことができます。

●  底面のレールがないため、バリアフリー対策はもちろん、空間設計
の幅が広がります。

●  ドア本体はガラスとアルミのみのシンプルで美しい仕上げ。壁のよう
な重厚さで遮音性が高く、また、吊りドア特有のブレやガタつきも抑
えています。

●  一般のスライディングドアのようにローラーやベルトを使用しないた
め、ベルトの交換といったメンテナンスが不要です。

●  六本木ヒルズの高級マンションや首相公邸にも採用され、高く評価
されています。
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CASE STUDY
Prosper Sliding System

インテリアレベルの機能美を追求するためにも、細部まで技術を込めている。

トップレールで、全てを吊り下げる。重さを感じさせない使用時の感覚を

「安心感・高級感」と換言できる「重き思い」が、この1枚には詰まっている。

「厚み」には、魔法がかけられている。天地左右全てのベクトルに無駄のない

機能美を追求し、高さ・広さ、さらに奥行きまでも広く感じさせてしまう魔法。

ガラスとフレーム、たったそれだけの構成でつくられた扉は、無駄なく美しい。

床面にはレールすらないバリアフリーで、高さの制約もない。

つまり空間設計が自在だ。さらに、無機質な空間にもカラフルな調度にも、

見事にフィットする上質さも備えている。

なめらかな触感のフレームは、コーナーの美しさはもちろん、

フレームとガラスの接合部にも、見苦しいコーキングを使わない。

一目眺めて「美の素」に気づく人は少ないが、

質感のよさをそのまま表現するため、細部にまでこだわり続ける。

こだわりの実現を支えているのは、想像を絶するまでの技術革新、

研ぎ澄まされた感性。1枚の扉に秘められた、精巧な匠の技。

信頼の極みが、ここにある。

In our quest for functional beauty that suits interior design, we have applied 

ingenuity to the details. Everything is suspended from the top rail. When you 

use the doors, they move without feeling heavy. Each door has a solid feel and 

classy presence. Magic has been worked on the depth. We have pursued the 

utmost functional elegance along each of the horizontal and vertical vectors. 

With regard to height, width, and even depth, this creates impressive illusions 

of space. Glass and frame, that is all there is. The door structure expresses 

functional beauty. With no rail on the floor, the design is barrier free and 

there is no restriction on height.

Designers have a free hand in creating space. Moreover, whether in a 

monochromatic environment or in colorful surroundings, the doors are able 

to rise to the quality demands of any interior design. The frame is smooth 

to the touch and, naturally, the corners are finished beautifully. Since the 

frame and the glass are in direct contact, there is no sealing material to 

mar the elegant simplicity. Most people do not initially notice how much 

this contributes to the overall beauty of the design but, to accentuate the 

attractiveness, we take care right down to the final detail. This attention to 

detail is supported by ingenious technical innovation that pushes the limits 

to achieve a highly refined design. Each door has hidden depths of ingenuity. 

Each embodies the utmost reliability.

堅実・信頼の極み

Epitome of confident reliability

A

Roppongi Hills Residence
Design : Mori Building Co., Ltd. / G2 Design Studio
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CASE STUDY
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CASE STUDY
Prosper Sliding System
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六 本 木 ヒ ル ズ 各 部 屋 を 演 出 す る S l i d i n g  S y s t e m 。
こ の 広 い 空 間 に こ そ 、 そ の フ ォ ル ム は 映 え る 。 　

※1  A〜Hの記号は、前ページまでに紹介されている写真のアングルです。

 各写真の右下の記号とリンクしています。

※2  Gについては弊社フィックスタイプとスライドタイプの組み合わせです。

※ 2

H

The sliding system works its magic in every room in Roppongi Hills.

It's an optimal complement to the broad interiors.

Letters A - H correspond to viewpoints of photos on the preceding pages. Labeled 
with the letters at bottom right, the photos were taken in the directions shown by 
the arrows. 

Photo G shows a sliding door used in combination with one our fixed panels.
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扉本体のシンプルさを損なわないデザイン性と
ワンタッチで引き出せてワンタッチで収まる機
能性。美しい収まりのハンドルは心地よい開閉を
生みます。
Easily opening and closing with a single touch, the door unit 
itself is both simple and harmonious in design and extremely 
functional. 

使用時は空間を仕切って高いインテリア性を演出し、使わない時は、スッキリと戸
袋に収まります。天井レールの存在は、扉をスライドさせる最小限の幅に設計さ
れ、その場に応じた空間づくりができます。

When the doors are in use, they provide excellent interior partitioning. When they are not required, 
they may be hidden away in the door casings.
The overhead rails are not obtrusive because the width of the groove in the ceiling has been kept to a 
minimum. 

壁のような重厚さで遮音性に優れ、吊りドア特有のブレや
ガタツキも抑えてあります。床面にレールがないので、バリ
アフリー対策としては勿論、扉を開けた時のフラットな床
面が開放感を生みます。

Solid presence provides the same kind of excellent sound
insulation that a wall would provide, but without the wobbly,
grinding operation that is usually associated with suspended
doors. The absence of a floor rail means, naturally, that there is
nothing to impede barrier-free design. At the same time, when
the door is open, the floor surface is flat and continuous. 

対面キッチンカウンターなど、底面のレールがないことで空間
設計の幅が広がります。住宅だけではなく商業店舗など、様々な
シーンでの使用が可能です。

For kitchen counters and similar situations, the absence
of a bottom rail greatly enhances its design potential. 
This also applies outside the home to all kinds of commercial
design situations. 

直動システム　Direct action mechanism

ボール　Balls

ボールリテーナ Ball retainer

直動レール Direct action rail

直動ブロック Direct action block
※耐荷重=1000kg
　max weight =2200lbs

エンドプレート End plate

エンドシール End seal

Cスリーブ　C sleeve

ベース Base直動ブロック
Direct action block

直動レール
Direct action rail

チャンネル Channel

扉本体 Door

 50mm 
 (1.97")

45mm(1.77")

45
m

m
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)

トップレール Overhead rail

縦框断面 Cross section of vertical frame
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スライディングシステムを可能にした『直動システム』
精密に研削加工が施された直動レールに直動ブロック内部の2条列の転動面を
ボールがスムーズに転がり、ボール列を循環させながら滑ります。ボールリテー
ナがボール同士の衝突をなくすことで低騒音を可能にし、Cスリーブによる恒久
的潤滑油の供給がボールの循環により負荷域に運ばれ最適な油量を確保、長期の
メンテナンスフリーや長寿命で優れた滑動性を実現しました。

Direct action mechanism
Precision machining of the surfaces of the two direct action components (rail and block),  ensures the 
smooth movement of the ball bearings, which circulate during the sliding action. A quiet operating 
environment is established by not allowing the ball bearings to contact one another through the use 
of an automated oil volume control. This also reduces friction between the ball bearings and results in 
a freer sliding mechanism. Added benefits are a longer product lifetime and longer periods between 
scheduled maintenance.

50mmのコンパクト設計
扉をスライドさせる機能をベース内部で完結。天井
裏、高さ僅か50mmというスペースに全てを集約す
ることで施工時の空間的な制約を払い、あらゆる場
所への転用を可能にします。

「静」の技術が詰め込まれた
『トップレール』

堅牢なベース、精度の高い直動レールと直動ブ
ロック。これらの3つの精工なパーツの組合せと
それらを扉本体と繋ぐチャンネル。トップレール
には「静かさ」のノウハウが集約されています。ま
た振動が建物に伝わらないので、上下階にも音が
伝わらず開閉時のストレスを解消します。

Compact 50mm (1.97") design
The door sliding mechanism is completely contained within the 
base. The design of the base is so well conceived that a ceiling 
recess of only 50mm (1.97") is required for the overhead 
channel. This gives interior designers the liberty to use the 
system to transform or enhance any kind of space.

The overhead rail has silence built-in
A solid base, high-precision direct action rails, and direct 
action blocks ensure a very solid ensemble of parts. In 
combination, these three elements anchor the door in the 
channel. The overhead rail also demonstrates our expertise in 
quiet operation. Going further, we have taken pains to eliminate 
the transfer of vibration to the building structure, as well. There 
is no need to worry about any extraneous noise disturbing the 
neighbors when the doors are in operation.

美しさと機能を併せ持った扉本体
無垢に近いアルミを使用したモジュールは空洞が少なく、ジョイント部は精密加
工を施してありますので、ゆがみやひずみがありません。表面はあらゆる空間と
の調和を考えた特殊処理を施して高級感を演出。本体構成はガラスとアルミのみ
で、その接合部にも一切のコーキングを施さないシンプル設計により美しさと機
能を両立しました。

Door units that are both attractive and functional
Using aluminum, we have made extremely high quality modules that require little recessing and, 
because the joints are brought together with such high precision, there is no warping or other 
distortion. To realize other different finishes, the surfaces can be specially treated to match any design 
scheme. In our simple design, there is no sealing material to mar the attractive functional elegance of 
the combination of glass and aluminum.

※イラストの「トップレール」はシングルですが、2列仕様のダブルもあります。
※The illustrated example shows an overhead single system ; a double overhead rail specification is also available. 

スライディングシステムの機能　Function of Sliding System スライディングシステムの技術　Technology of Sliding System

A Precision Function
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シングルトップレール/2枚戸
Single top rail / Double door

フレーム（W）寸法
（1枚）

Door Width (1pc.)

ドアフレーム/2枚戸・2S（高さは3000mmまで）
Door frame / 2 door : maximum height is 3000mm(9.84')

商品名称  Product 型番 Product No. 開口寸法 Total door width 商品名称 Product 型番 Product No.

（引き分け戸）
Center opening 

door

STR-2-(L=3000)-AS 〜750(2.46')

（引き分け戸）
Center opening door SDF-45□×（～W750）×          （H）    -2S-FA

（引き分け戸/ハンドル付）
Center opening door with handle SDF-45□×（～W750）×          （H）-H-2S-FA

STR-2-(L=4000)-AS
751〜1000

(2.46'〜3.28')

（引き分け戸）
Center opening door SDF-45□×（W751～1000） × （H）    -2S-FA

（引き分け戸/ハンドル付）
Center opening door with handle SDF-45□×（W751～1000） × （H）-H-2S-FA

STR-2-(L=6000)-AS
1001〜1500

(3.28'〜4.92')

（引き分け戸）
Center opening door SDF-45□×（W1001～1500）×（H）    -2S-FA

（引き分け戸/ハンドル付）
Center opening door with handle SDF-45□×（W1001～1500）×（H）-H-2S-FA

STR-2-(L=8000)-AS
1501〜2000

(4.92'〜6.56')

（引き分け戸）
Center opening door SDF-45□×（W1501～2000）×（H）    -2S-FA

（引き分け戸/ハンドル付）
Center opening door with handle SDF-45□×（W1501～2000）×（H）-H-2S-FA

〜1500(4.92')

1501〜2000(4.92'〜6.56')

2001〜3000(6.56'〜9.84')

3001〜4000(9.85'〜13.12')

ダブルトップレール/2枚戸
Double top rail / Double door

フレーム（W）寸法
（1枚）

Door Width (1pc.)

ドアフレーム/2枚戸・2S（高さは3000mmまで）
Door frame / 2 door : maximum height is 3000mm(9.84')

商品名称  Product 型番 Product No. 開口寸法 Total door width 商品名称 Product 型番 Product No.

（引き込み戸・
Bタイプ）

Pull-into door
B type

WTR-2B-(L=2250)-AS 〜750(2.46')

（引き込み戸・Bタイプ）
Pull-into door B type WDF-B-45□×（～W750）×          （H）    -2S-FA

（引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付）
Pull-into door B type with handle WDF-B-45□×（～W750）×          （H）-H-2S-FA

WTR-2B-(L=3000)-AS
751〜1000

(2.46'〜3.28')

（引き込み戸・Bタイプ）
Pull-into door B type WDF-B-45□×（W751～1000）×  （H）    -2S-FA

（引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付）
Pull-into door B type with handle WDF-B-45□×（W751～1000）×  （H）-H-2S-FA

WTR-2B-(L=4500)-AS
1001〜1500

(3.28'〜4.92')

（引き込み戸・Bタイプ）
Pull-into door B type WDF-B-45□×（W1001～1500）×（H）    -2S-FA

（引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付）
Pull-into door B type with handle WDF-B-45□×（W1001～1500）×（H）-H-2S-FA

WTR-2B-(L=6000)-AS
1501〜2000

(4.92'〜6.56')

（引き込み戸・Bタイプ）
Pull-into door B type WDF-B-45□×（W1501～2000）×（H）    -2S-FA

（引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付）
Pull-into door B type with handle WDF-B-45□×（W1501～2000）×（H）-H-2S-FA

〜1455(4.77')

1456〜1955(4.78'〜6.41')

1956〜2955(6.42'〜9.69')

2956〜3955(9.7'〜12.98')

Single top rail / Single door （One way door）
シングルトップレール/1枚戸（片引き戸）

Double top rail / Double door （Crossing door）
ダブルトップレール/2枚戸（引き違い戸）

Single top rail / Double door （Center opening door）
シングルトップレール/2枚戸（引き分け戸）

Double top rail / Double door （Double pull-into door）
ダブルトップレール/2枚戸（2本引き込み戸）

●シングルトップレールの長さは3000mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Single top rail is 3000mm(9.84'). Rail may be extended.
品番 Product No.： STR-1
材質 Material ：  アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish ： FA（ファインアルマイト）
 FA(Anodized Aluminum)

● ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Double top rail is 3100mm (10.17'). Rail may be extended.
品番 Product No.： WTR-2A
材質 Material ：  アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish ： FA（ファインアルマイト）(Anodized Aluminum)

● シングルトップレールの長さは3000mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Single top rail is 3000mm (9.84'). Rail may be extended.
品番 Product No.： STR-2
材質 Material ：  アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish ：
 FA（ファインアルマイト）
 FA(Anodized Aluminum)

● ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Double top rail is 3100mm(10.17'). Rail may be extended.
品番 Product No.： WTR-2B
材質 Material ：  アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish ：
 FA（ファインアルマイト）
 FA(Anodized Aluminum)

シングルトップレール
Single top rail

シングルトップレール
Single top rail

戸袋なし
Without built-in box

戸袋あり
With built-in box

戸袋あり
With
built-in box

シングルトップレール
Single top rail

戸袋なし
Without
    built-in box

戸袋あり
With
built-in box

シングルトップレール
Single top rail

戸袋なし
Without
     built-in box

ダブルトップレール
Double top rail

戸袋あり
With
built-in box

戸袋なし
Without
     built-in box

ダブルトップレール
Double top rail

ダブルトップレール
Double top rail

シングルトップレール/1枚戸
Single top rail / One way door

フレーム（W）寸法
（1枚）

Door Width (1pc.)

ドアフレーム/1枚戸・1S（高さは3000mmまで）
Door frame / 1 door  : maximum height is 3000mm(9.84')

商品名称  Product 型番 Product No. 開口寸法 Total door width 商品名称 Product 型番 Product No.

（片引き戸）
One way door

STR-1-(L=1500)-AS 〜750(2.46')

（片引き戸）
One way door SDF-45□×（～W750）×          （H）    -1S-FA

（片引き戸/ハンドル付）
One way door with handle SDF-45□×（～W750）×          （H）-H-1S-FA

STR-1-(L=2000)-AS
751〜1000

(2.46'〜3.28')

（片引き戸）
One way door SDF-45□×（W751～1000）×  （H）    -1S-FA

（片引き戸/ハンドル付）
One way door with handle SDF-45□×（W751～1000）×  （H）-H-1S-FA

STR-1-(L=3000)-AS
1001〜1500

(3.28'〜4.92')

（片引き戸）
One way door SDF-45□×（W1001～1500）×（H）    -1S-FA

（片引き戸/ハンドル付）
One way door with handle SDF-45□×（W1001～1500）×（H）-H-1S-FA

STR-1-(L=4000)-AS
1501〜2000

(4.92'〜6.56')

（片引き戸）
One way door SDF-45□×（W1501～2000）×（H）    -1S-FA

（片引き戸/ハンドル付）
One way door with handle SDF-45□×（W1501～2000）×（H）-H-1S-FA

〜750(2.46')

751〜1000(2.46'〜3.28')

1001〜1500(3.28'〜4.92')

1501〜2000(4.92'〜6.56')

ダブルトップレール/2枚戸
Double top rail / Double door

フレーム（W）寸法
（1枚）

Door Width (1pc.)

ドアフレーム/2枚戸・2S（高さは3000mmまで）
Door frame / 2 door  : maximum height is 3000mm(9.84')

商品名称  Product 型番 Product No. 開口寸法 Total door width 商品名称 Product 型番 Product No.

（引き違い戸・
Aタイプ）

Crossing door
A type

WTR-2A-(L=1500)-AS 〜750(2.46')

（引き違い戸・
Aタイプ）

Crossing door
A type

WDF-A-45□×（～W750）×          （H）-2S-FA

WTR-2A-(L=2000)-AS
751〜1000

(2.46'〜3.28') WDF-A-45□×（W751～1000）×  （H）-2S-FA

WTR-2A-(L=3000)-AS
1001〜1500

(3.28'〜4.92') WDF-A-45□×（W1001～1500）×（H）-2S-FA

WTR-2A-(L=4000)-AS
1501〜2000

(4.92'〜6.56') WDF-A-45□×（W1501～2000）×（H）-2S-FA

〜1455(4.77')

1456〜1955(4.78'〜6.41')

1956〜2955(6.42'〜9.69')

2956〜3955(9.7'〜12.98')

※納期はご発注後、約12〜20日間となります。　※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.　※Please prepare glass doors separately.

※納期はご発注後、約12〜20日間となります。　※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.　※Please prepare glass doors separately.

※納期はご発注後、約12〜20日間となります。　※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.　※Please prepare glass doors separately.

※納期はご発注後、約12〜20日間となります。　※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.　※Please prepare glass doors separately.

FA （ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

FA （ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

仕上げ Finish 仕上げ Finish （品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number） （品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）

S
lid

in
g

 system

S
lid

in
g

 system

331 332



Double top rail / Four door （Four crossing door）
ダブルトップレール/4枚戸（4本引き違い戸）

Double top rail / Four door （Four pull-into door）
ダブルトップレール/4枚戸（4本引き込み戸）

Double top rail / Four door （Four pull-into door）
ダブルトップレール/4枚戸（4本引き込み戸）

FIX Partition
FIXパーティション

● ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Double top rail is 3100mm (10.17'). Rail may be extended.
品番 Product No.： WTR-4A
材質 Material ：  アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish ： FA（ファインアルマイト）
 FA(Anodized Aluminum)

● ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Double top rail is 3100mm (10.17'). Rail may be extended.
品番 Product No.： WTR-4B
材質 Material ：  アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish ： FA（ファインアルマイト）
 FA(Anodized Aluminum)

品番 Product No.： FIX-1R
材質 Material ：  アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish ： FA（ファインアルマイト）
 FA(Anodized Aluminum)

● ダブルトップレールの長さは3100mmです。それを超える場合は連結となります。
● Length of Double top rail is 3100mm (10.17'). Rail may be extended.
品番 Product No.： WTR-4B
材質 Material ：  アルミニウム Aluminum
表面処理 Surface finish ： FA（ファインアルマイト）
 FA(Anodized Aluminum)

ダブルトップレール
Double top rail

ダブルトップレール
Double top rail

戸袋なし
Without
built-in box

戸袋なし
Without
     built-in box

戸袋あり
With
built-in box

ダブルトップレール
Double top rail

戸袋あり
With
built-in box

1枚
1 partition

2連
2 partition

4連
4 partition

3連
3 partition

ダブルトップレール/4枚戸
Double top rail / Four door

フレーム（W）寸法
（1枚）

Door Width (1pc.)

ドアフレーム/4枚戸・4S（高さは3000mmまで）
Door frame / 4 door : maximum height is 3000mm(9.84')

商品名称  Product 型番 Product No. 開口寸法 Total door width 商品名称 Product 型番 Product No.

（引き込み戸・
Bタイプ）

Pull-into door
B type

WTR-4B-(L=4500)-AS 〜750(2.46')

（引き込み戸・
Bタイプ）

Pull-into door
B type

WDF-B-45□×（～W750）×          （H）-4S-FA

WTR-4B-(L=6000)-AS
751〜1000

(2.46'〜3.28') WDF-B-45□×（W751～1000）×  （H）-4S-FA

WTR-4B-(L=9000)-AS
1001〜1500

(3.28'〜4.92') WDF-B-45□×（W1001～1500）×（H）-4S-FA

〜2910(9.55')

2911〜3910(9.55'〜12.83')

3911〜5910(12.83'〜19.39')

ワイド寸法
Width

FIXフレーム（高さは3000mmまで）
FIX frame : maximum height is 3000mm (9.84')

最初の1枚  1 partition 2連  2 partition 3連  3 partition 4連  4 partition

〜750(2.46') FIX-1R-45□×（～W750）×          （H）-FA FIX-2R-45□×（～W750）×          （H）-FA FIX-3R-45□×（～W750）×          （H）-FA FIX-4R-45□×（～W750）×          （H）-FA

751〜1000
(2.46'〜3.28') FIX-1R-45□×（W751～1000）×  （H）-FA FIX-2R-45□×（W751～1000）×  （H）-FA FIX-3R-45□×（W751～1000）×  （H）-FA FIX-4R-45□×（W751～1000）×  （H）-FA

1001〜1500
(3.28'〜4.92') FIX-1R-45□×（W1001～1500）×（H）-FA FIX-2R-45□×（W1001～1500）×（H）-FA FIX-3R-45□×（W1001～1500）×（H）-FA FIX-4R-45□×（W1001～1500）×（H）-FA

1501〜2000
(4.92'〜6.56') FIX-1R-45□×（W1501～2000）×（H）-FA FIX-2R-45□×（W1501～2000）×（H）-FA FIX-3R-45□×（W1501～2000）×（H）-FA FIX-4R-45□×（W1501～2000）×（H）-FA

ダブルトップレール/4枚戸
Double top rail / Four door

フレーム（W）寸法
（1枚）

Door Width (1pc.)

ドアフレーム/4枚戸・4S（高さは3000mmまで）
Door frame / 4 door : maximum height is 3000mm(9.84')

商品名称  Product 型番 Product No. 開口寸法 Total door width 商品名称 Product 型番 Product No.

（引き違い戸・
Aタイプ）

Crossing door
A type

WTR-4A-(L=3000)-AS 〜750(2.46')

（引き違い戸・
Aタイプ）

Crossing door
A type

WDF-A-45□×（～W750）×          （H）-4S-FA

WTR-4A-(L=4000)-AS
751〜1000

(2.46'〜3.28') WDF-A-45□×（W751～1000）×  （H）-4S-FA

WTR-4A-(L=6000)-AS
1001〜1500

(3.28'〜4.92') WDF-A-45□×（W1001～1500）×（H）-4S-FA

WTR-4A-(L=8000)-AS
1501〜2000

(4.92'〜6.56') WDF-A-45□×（W1501～2000）×（H）-4S-FA

〜2910(9.55')

2911〜3910(9.55'〜12.83')

3911〜5910(12.83'〜19.39')

5911〜7910(19.39'〜25.95')

ダブルトップレール/4枚戸
Double top rail / Four door

フレーム（W）寸法
（1枚）

Door Width (1pc.)

ドアフレーム4枚戸・4S（高さは3000mmまで）
Door frame / 4 door : maximum height is 3000mm(9.84')

商品名称  Product 型番 Product No. 開口寸法 Total door width 商品名称 Product 型番 Product No.

（引き込み戸・
Bタイプ）

Pull-into door
B type

WTR-4B-(L=4500)-AS 〜750(2.46')

（引き込み戸・
Bタイプ/ハンドル付）

Pull-into door
B type with handle

WDF-B-45□×（～W750）×          （H）-H-4S-FA

WTR-4B-(L=6000)-AS
751〜1000

(2.46'〜3.28') WDF-B-45□×（W751～1000）×  （H）-H-4S-FA

WTR-4B-(L=9000)-AS
1001〜1500

(3.28'〜4.92') WDF-B-45□×（W1001～1500）×（H）-H-4S-FA

〜2910(9.55')

2911〜3910(9.55'〜12.83')

3911〜5910(12.83'〜19.39')

※納期はご発注後、約12〜20日間となります。
※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.
※Please prepare glass doors separately.

※納期はご発注後、約12〜20日間となります。
※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.
※Please prepare glass doors separately.

※納期はご発注後、約12〜20日間となります。
※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.
※Please prepare glass doors separately.

FA （ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

FA （ファインアルマイト）
Anodized Aluminum

※納期はご発注後、約12〜20日間となります。　※ガラスは別途ご用意ください。
※Delivery will be 12 to 20 days after receipt of order and payment.　※Please prepare glass doors separately.

仕上げ Finish 仕上げ Finish （品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number） （品番の後ろに仕上げをご指定ください。Please specify the finish behind the part number）
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シングルトップレール／1枚戸　Single top rail for single door / Parts シングルトップレール／1枚戸　Single top rail for single door / Drawing

●アルミトップレールには直動システムをセットしています。
●アルミフレームの表面処理はファインアルマイトを施しています。
● Aluminum made top rail includes direct action mechanism. 
● Anodized aluminum block or plate is used for a part of the frame.

ガラスサイズ Glass size
（飛散防止フィルムを貼ってください）

t6ガラス
Glass 6mm(0.24") thick

H
 : 

in
sid

e s
ize

 +
18

m
m

(0
.7

1"
)

W : inside size +16mm(0.63")

シングルトップレール Single top rail

フレーム Aluminum frame

ボルト Bolt M8×20(0.79")

t6ガラス
Glass 6mm(0.24") thick

戸袋 Built-in box

床 Floor

皿ネジ M4×20
Screw M4×20(0.79")

壁 Wall

キャップボルト Bolt M6×30(1.18")

皿ネジ M4×25
Screw M4×25(0.98")

天井 Ceilingフラップ Flap

ストッパー Stopper
スペーサー
Spacer

上框カバー
Top frame cover

ステンレスチャンネル
Stainless steel channel

上框
Top frame

クッション Cushion

縦カバー（ハンドル用）
Vertical frame cover
    (for handle side)

上框カバー Top frame cover

皿ネジ M4×30
Screw M4×30(1.18")

縦カバー（戸袋用）
Vertical frame cover
 (for built-in box side)

ハンドル Handle

下框 Bottom frame

縦框（ハンドル側用）
Vertical frame (for handle side)

縦框（戸袋側用）
Vertical frame(for built-in box side)

フロアーガイド Floor guide
（取付位置は右P.336図面参照）

See the right drawing in P.336 for installed position.

Use safety glass or equivalent safety film.

H
 内

寸
+1

8m
m

W 内寸+16mm

70(2.76")
95(3.74")

17(0.67")

  17
(0.67")

6  (0.24")

45  (1.77")

  22
(0.87")

 2.5
(0.1")

   
10

(0
.3

9"
)

P
B

 1
2.

5
(0

.4
9"

)

50
(1

.9
7"

)
45

(1
.7

7"
)

   
12

(0
.4

7"
)

12ミリ用ワッシャ 12mm(0.47") Washer
M12ボルト Bolt M12×30mm(1.18")

Jペーパー貼り
With foundation paper

ボルト Bolt M8×20(0.79")

フロアーガイド
Floor guide

t6 ガラス t6mm(0.24") Glass

（飛散防止フィルム貼り）
(Paste a film to prevent to scatter the glass)

直動ブロック Direct Action block
直動レール Direct Action Rail

ステンレスチャンネル
Stainless steel channel t3mm(0.12")

 2
2.

5
(0

.8
9"

)

フラップ Flap

M10皿ネジ
Screw
M10×30 (1.18")

45
(1

.7
7"

)

 2
2.

5
(0

.8
9"

)

45(1.77") 55(2.17")
30(1.18")   25

(0.98")
  15
(0.59")

30(1.18")

   
  5

(0.
2"

)
 5 (0

.2
")

35(1.38")

22(0.87")

M8タップ M8 Screw cutting

フロアーガイド Floor guide

皿ネジ Screw M4×30(1.18")
皿ネジScrew 
M4×20(0.79")

キャップボルト Bolt M6×30(1.18")

FL

CL

  10
(0.39")

戸袋
Built-in box

床 Floor

壁 Wall

壁 Wall

天井 Ceiling

断面図 Cross section

側面図 Side view断面図
Cross section

ストッパー Stopper フロアーガイド Floor guide スペーサー Spacer クッション Cushion
サイズ ： W30×D10×H15
Size ： W1.18"×D0.39"×H0.59"

サイズ ： W35×D35×H23
Size ： W1.38"×D1.38"×H0.91"

サイズ ： W30×D30×t0.5&t1.0
Size ： W1.18"×D1.18"×t0.02"& t0.04"

サイズ ：φ8.5 × t2.2
Size ： φ0.33"×t0.09"

材　質：POM（ポリアセタール樹脂）
Material : POM

材　質：POM（ポリアセタール樹脂）
Material : POM

材　質：ステンレス
Material : Stainless Steel

材　質：透明軟質塩ビ
Material : Transparent soft PVC

ストッパーはフレームが壁（戸当り）と当る
前に止めるものです。スライディングドア
を吊り下げてから位置決めをして取付けて
ください。
Stopper is installed at the edge of top rail to avoid 
direct hitting between frame and the wall after 
installation of sliding door.

フロアーガイドはフレームの横ブレやガタ
ツキを防止するものです。床に直接ネジ止
めしてください。

Floor guide is fixed to the floor to prevent lateral 
movement of sliding door.

スペーサーはステンレスチャンネルと上
框の間に差し込み、フレームと床のレベ
ルを調整するものです。

（0.5mm 厚と 1mm 厚をご用意しています）
This part is used to adjust stainless steel channel 
and top frame.
0.5mm (0.02") and 1mm(0.39") thickness.

クッションはフレームと壁（戸当り）やフ
レーム同士が直接当るのを防止すると共
に、縦カバーを皿ビスで止めた後、ネジの
頭を隠すものです。（最後に貼ってください）
To avoid direct contact between frame and wall. Also 
hides a screw head. Install last.

18(0.71")

22(0.87")22(0.87")

■パーツ表 Parts List
○下記パーツはシングルタイプに必要な数量分セットされています。The following parts are supplied with single door sliding system.
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ダブルトップレール／2枚戸　Double top rail for double door / Parts ダブルトップレール／2枚戸　Double top rail for double door / Drawing

ステンレスチャンネル
Stainless steel channel

スペーサー
Spacer

天井 Ceiling

ボルト
Bolt M8×20(0.79")

キャップボルト
Bolt M6×30(1.18")

皿ネジ　M4×30
Screw M4×30(1.18")

ナベ頭ネジ
Screw M4×5(0.2")

上框
Top frame

皿ネジ　M4×25
Screw M4×25(0.98")

上框カバー Top frame cover

戸袋
Built-in box

フロアーガイド Floor guide
（取付位置は右P.338図面参照）
See the right drawing in P.338
for installed position.

縦框 Vertical frame

戸袋カバー
Built-in box cover

下框 Bottom frame
床 Floor皿ネジ　M4×20

Screw M4×20(0.79")

縦カバー Vertical frame cover

クッション Cushion

フレームガイド
Frame guide

（取付位置は右P.338図面参照）
See the right drawing in P.338

for installed position.

ハンドル
Handle

壁
Wall

ストッパー
Stopper

フラップ Flap

Aフレーム Frame A

Bフレーム Frame B

ダブルトップレール　Double top rail

t6ガラス

上框カバー  Top frame cover

縦框（戸袋側用）
Vertical frame　
(for built-in box side)

縦カバー（戸袋用）
Vertical frame cover
 (for built-in box side)

ガラスサイズ Glass size
(飛散防止フィルムを貼ってください）

t6ガラス
Glass 6mm(0.24") thick

H
 : 

in
sid

e s
ize

 +
18

m
m

(0
.7

1"
)

W : inside size +16mm(0.63")

H
 内

寸
+1

8m
m

W 内寸+16mm

t6ガラス
Glass 6mm(0.24") thick

Use safety glass or equivalent safety film.

t6ガラス
Glass 6mm(0.24") thick

15
(0

.59
")

45
(1

.7
7"

)

（縦框に取付）
Fixed in Vertical frame(Built-in box side)

17(0.67")

6

  22
(0.87")

PB
12

.5
(0

.4
9"

)

164(6.46")
  12
(0.47")

140(5.51")

50
(1

.9
7"

)

 2.5
(0.1")

45 (1.77")

8
(0.31")

スペーサー Spacer
30×30×thickness 1
(1.18"×1.18"× thickness 0.04")

  1
0

(0
.3

9"
)

＊レベル調整のため必要な場合
＊For level adjustment if needed.

CL

12
(0.47")

6(0.24")

45 (1.77")

フラップ Flap

直動レール
Direct Action Rail

直動ブロック
Direct Action block

12ミリ用ワッシャ 12mm(0.47") washer

Jペーパー貼り
With foundation paper

フロアーガイド
Floor guide

フレームガイド
Frame guide

45
(1

.7
7"

)

 2
2.

5
(0

.8
9"

)

35(1.38")

  22
(0.87")

45(1.77")

  15
(0.59")

30(1.18")

フレームガイド
Frame Guide

8
（0

.31
"）

25(0.98")

55(2.17")
30(1.18") 25(0.98")

   
5

(0
.2

")
98

(3
.8

6"
)

   
5

(0
.2

")

FL

 2
2.

5
(0

.8
9"

)

  10
(0.39")

10
(0.39")
10

(0.39")

M8タップ
M8 please explain

皿ネジ
Screw M4×20(0.79")

キャップボルト Bolt M6×30(1.18") 皿ネジ Screw M4×30(1.18")

フロアーガイド Floor guide

（飛散防止フィルム貼り）
(Paste a film to prevent to scatter the glass)

t6 ガラス Thickness 6mm(0.24") Glass

ボルト Bolt M8×20(0.79")

ステンレスチャンネル
Stainless steel channel 
thickness 3mm(0.12")

床 Floor

M12ボルト Bolt M12×30mm(1.18")

天井 Ceiling

断面図 Cross section

側面図 Side view断面図
Cross section

壁 Wall

壁 Wall

Aフレーム Frame A

Bフレーム Frame B

戸袋
Built-in box

断面図

ストッパー Stopper フロアーガイド Floor guide フレームガイド Frame guide スペーサー Spacer クッション Cushion
サイズ ： W30×D10×H15
Size ： W1.18"×D0.39"×H0.59"

サイズ ： W35×D35×H23
Size ： W1.38"×D1.38"×H0.91"

サイズ ： W35×D36×H32
Size ： W1.38"×D1.42"×H1.26"

サイズ ：  W30×D30×t0.5&t1.0
Size ： W1.18"×D1.18"×t0.02" & t0.04"

サイズ ：φ8.5×t2.2
Size ： φ0.33"×t0.09"

材　質：POM（ポリアセタール樹脂）
Material : POM

材　質：POM（ポリアセタール樹脂）
Material : POM

材　質：POM（ポリアセタール樹脂）
Material : POM

材　質：ステンレス
Material : Stainless Steel

材　質：透明軟質塩ビ
Material :Transparent soft PVC

ストッパーはフレームが壁（戸当
り）と当る前に止めるものです。
スライディングドアを吊り下げて
から位置決めをして取付けてくだ
さい。
Stopper is installed at the edge of top rail 
to avoid direct hitting between frame and 
the wall after installation of sliding door.

フロアーガイドはフレームの横ブ
レやガタツキを防止するものです。
床に直接ネジ止めしてください。

Floor guide is fixed to the floor to prevent 
lateral movement of sliding door.

フレームガイドは A フレームの縦
框の下に取り付け A と B フレー
ムをジョイントするものです。A
フレームのスライドに合せて B フ
レームもスライドします。
This is set at the bottom of vertical frame 
of Frame A in order to join Frame A and 
Frame B.

スペーサーはステンレスチャンネ
ルと上框の間に差し込み、フレー
ムと床のレベルを調整するもので
す。（0.5mm 厚と 1mm 厚をご用
意しています）
This part is used to adjust stainless steel 
channel and top frame.
0.5mm (0.02") and 1mm (0.39") 
thickness.

クッションはフレームと壁やフ
レーム同士が直接当るのを防止
すると共に、縦カバーを皿ビスで
止めた後、ネジの頭を隠すもので
す。（最後に貼ってください）
This is to avoid direct contact between the 
frame and the wall.
It also hides a screw head. Install last.

18(0.71")

22(0.87")22(0.87")

■パーツ表 Parts List
○下記パーツはダブルタイプに必要な数量分セットされています。The following parts are supplied with double typed sliding system.

●アルミトップレールには直動システムをセットしています。
●アルミフレームの表面処理はファインアルマイトを施しています。
● Aluminum made top rail includes direct action mechanism. 
● Anodized aluminum block or plate is used for a part of the frame.
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FIXパーティション／2連　Fix Partition / 2 doors / Parts FIXパーティション／2連　Fix Partition / 2 doors / Drawing

ガラスサポート Glass support

中框
Center frame

右框 
Right frame

壁 Wall

天井 Ceiling

床 Floor

左フレーム
Left frame

右フレーム
Right frame

フラットバー25×t8
Flat bar
25×thickness 8
(0.98"×thickness 0.31")

スペーサー
Spacer

キャップボルト
Bolt M6×45(1.77")

左框 Left frame

キャップボルト
Bolt M6×30(1.18")

フラットバー
Flat bar
25×thickness 8(0.98"×thickness 0.31")
Bolt M6×30(1.18")

上下框
Top / Bottom frame

上下框 Top / Bottom frame

キャップボルト Bolt M6×45(1.77")

ノックピンφ6×50
Knock pin
   φ6×50(0.24"×1.97")

フラットバー Flat bar
25×thickness 10(0.98"× thickness 0.39")

ガラスサポート
Glass support

ガラスサポート
Glass support

ガラスサポート
Glass support

パッキン
Gasket

t6ガラス
Glass 6mm(0.24") thick

上下框
Top / Bottom frame 上下框

Top / Bottom frameノックピン Knock pin
   φ6×50(0.24"×1.97")

縦框カバー
Vertical frame cover

ガラスサイズ Glass size
(飛散防止フィルムを貼ってください）

Use safety glass or equivalent safety film.

t6ガラス
Glass 6mm(0.24") thick

H 
: i

ns
id

e s
ize

 +
20

m
m

(0
.7

9"
)

W : inside size +18mm(0.71")

○FIXパーティションはフレーム組付け後アルミカバーをはめ込みます。（右P.340図面参照）
　For FIX Partition, fit the aluminum cover after assembling the frame. See the right drawing in P.340. 

W 内寸+18mm

H
 内

寸
+2

0m
m

フラットバー Flat bar ガラスサポート Glass support パッキン Gasket スペーサー Spacer
サイズ ：t8×25 & t10×25
Size：t0.31"×0.98" & t0.39"×0.98"

サイズ ：17.5×14.2
Size：0.69"×0.56"

サイズ ：12.4×12
Size：0.49"×0.47"

サイズ ： W30×D30×t0.5&t1.0
Size ： W1.18"×D1.18"×t0.02"&t0.04"

材　質：アルミ（アクリル焼付け塗装仕上）
Material : Aluminum(Baked acrylic acid resin surface)

材　質：アルミ（B2 アルマイト仕上）
Material : Anodized Aluminum

材　質：軟質塩ビ
Material : Flexible vinyl chloride

材　質：ステンレス
Material : Stainless Steel

フラットバーは FIX フレームのベースとし
て、天井・壁・床の 3面に取り付けてから
FIX フレームをキャップボルトで固定します。

Before installing FIX frame, use Flat bar at ceiling, 
wall and floor as a base.

ガラスサポートはガラスをフレームにはめ込
んだ後、フレームにガラスを押さえ込んで
キャップボルトで固定するものです。

After fixing glass into frame, fix Glass support by 
bolts.

パッキンはガラスの 4方にはめ込みガラス
を保護してフレームに固定するものです。

Attach Gasket around the glass to protect glass and 
place firmly into Frame.

スペーサーはフラットバーと上框の隙間に
差し込み、キャップボルトで天井のフラッ
トバーとフレームを固定します。（0.5mm
厚と 1mm 厚をご用意しています）
This part is used between the Flat bar and the Top frame as 
an adjustable spacer. It uses a bolt as fastener.
0.5mm(0.02") and 1mm(0.04") thickness.

M4×12キャップボルト
Bolt M4×12(0.47")

皿ビス止め
Screw

L型カバー
L-shaped cover

L型カバー
L-shaped coverアルミフラットバー

Aluminum flat bar t 8(0.31")
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スペーサー 
Spacer 30×30×t 1(1.18"×1.18"×t 0.04")

CL

FL

5 (0.2")45(1.77") 45(1.77") 45(1.77")

50
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40(1.57") 40(1.57")

  20
(0.79")

左フレーム
Left frame

右フレーム
Right frame

床 Floor

天井 Ceiling

側面図
Side view

断面図 Cross section

断面図
Cross section

壁
Wall

　
10

(0.
39

")

パッキン
Gasket

ガラスサポート
Glass support

コ 型カバー
C-shaped cover

L型カバー
L-shaped cover

t6 ガラス thickness 6mm(0.24") Glass
（飛散防止フィルム貼り）

(Paste a film to prevent to scatter the glass)

縦框カバー
Vertical frame cover

任意の寸法 Optional required size任意の寸法 Optional required size

キャップボルト Bolt M6×30(0.98")

キャップボルト Bolt M4×12(0.47")

アルミフラットバーt10
Aluminum flat bar t 10(0.39")

L型カバー
L-shaped cover

M6×4５キャップボルト
Bolt M6×45(1.77")

ノックピンφ6×50
Knock pin φ6×50(0.24"×1.97")

M6×45キャップボルト
Bolt M6×45(1.77")

L型カバー
L-shaped cover

● アルミフレームの表面処理はB2アルマイトを施しています。
● 表面材となるアルミカバーの表面処理はファインアルマイトを施しています。
● Anodized aluminum is applied to the surface treatment of the aluminum frame. 
● Anodized aluminum is applied to the surface treatment of the aluminum cover.

■パーツ表 Parts List
○下記パーツは FIX パーティションに必要な数量分セットされています。The following parts are supplied with FIX Partition.
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