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商品写真
Image

品名／表面仕上／材質
Product name / Surface finish / Material

品番／価格
 Product No. / Price

P.331
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）

STR-1-(L=1500)-AS \160,000 ≠

STR-1-(L=2000)-AS \220,000 ≠

STR-1-(L=3000)-AS \300,000 ≠

STR-1-(L=4000)-AS \430,000 ≠

Door frame / 1 door(One way door)
ドアフレーム/1枚戸:片引き戸

\190,000 ≠

\220,000 ≠

\240,000 ≠

\270,000 ≠

Door frame / 1 door
                     (One way door with handle)
ドアフレーム/1枚戸:片引き戸/ハンドル付

\210,000 ≠

\240,000 ≠

\260,000 ≠

\290,000 ≠

P.331 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）

STR-2-(L=3000)-AS \310,000 ≠

STR-2-(L=4000)-AS \480,000 ≠

STR-2-(L=6000)-AS \580,000 ≠

STR-2-(L=8000)-AS \820,000 ≠

Door frame / 2 door
                      (Center opening door)
ドアフレーム/2枚戸：引き分け戸

\380,000 ≠

\440,000 ≠

\480,000 ≠

\540,000 ≠

Door frame / 2 door
             (Center opening door with handle) 
ドアフレーム/2枚戸：引き分け戸/ハンドル付

\420,000 ≠

\480,000 ≠

\520,000 ≠

\580,000 ≠
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Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

SDF-45   ×(～W750)×(H)-1S-FA□

□SDF-45   ×(W751～1000)×(H)
-1S-FA

□SDF-45   ×(W1001～1500)×(H)
-1S-FA

□SDF-45   ×(W1501～2000)×(H)
-1S-FA

SDF-45   ×(～W750)×(H)
-H-1S-FA

□

□SDF-45   ×(W751～1000)×(H)
-H-1S-FA

□SDF-45   ×(W1001～1500)×(H)
-H-1S-FA

□SDF-45   ×(W1501～2000)×(H)
-H-1S-FA

SDF-45   ×(～W750)×(H)
-H-2S-FA

□

□SDF-45   ×(W751～1000)×(H)
-H-2S-FA

□SDF-45   ×(W1001～1500)×(H)
-H-2S-FA

□SDF-45   ×(W1501～2000)×(H)
-H-2S-FA

SDF-45   ×(～W750)×(H)
-2S-FA

□

□SDF-45   ×(W751～1000)×(H)
-2S-FA

□SDF-45   ×(W1001～1500)×(H)
-2S-FA

□SDF-45   ×(W1501～2000)×(H)
-2S-FA

≠ = 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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品名／表面仕上／材質
Product name / Surface finish / Material

品番／価格
 Product No. / Price

P.332 Double top rail / Double door
                            (Crossing door A type)
ダブルトップレール/2枚戸（引き違い戸・Aタイプ）

WTR-2A-(L=1500)-AS \290,000 ≠

WTR-2A-(L=2000)-AS \400,000 ≠

WTR-2A-(L=3000)-AS \550,000 ≠

WTR-2A-(L=4000)-AS \770,000 ≠

Door frame / 2 door
                      (Crossing door A type)
ドアフレーム/2枚戸：引き違い戸・Aタイプ

\400,000 ≠

\440,000 ≠

\490,000 ≠

\540,000 ≠

P.332 Double top rail / Double door 
                    (Double pull-into door B type)
ダブルトップレール/2枚戸（2本引き込み戸・Bタイプ）

WTR-2B-(L=2250)-AS \420,000 ≠

WTR-2B-(L=3000)-AS \490,000 ≠

WTR-2B-(L=4500)-AS \720,000 ≠

WTR-2B-(L=6000)-AS \1,030,000 ≠

Door frame / 2 door(Pull-into door B type)
ドアフレーム/2枚戸：引き込み戸・Bタイプ

\400,000 ≠

\440,000 ≠

\490,000 ≠

\540,000 ≠

Door frame / 2 door
           (Pull-into door B type with handle)
ドアフレーム/2枚戸：引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付

\430,000 ≠

\470,000 ≠

\520,000 ≠

\570,000 ≠

P.333 Double top rail/Four door
                         (Four crossing door A type)
ダブルトップレール/4枚戸（4本引き違い戸・Aタイプ）

WTR-4A-(L=3000)-AS \570,000 ≠

WTR-4A-(L=4000)-AS \770,000 ≠

WTR-4A-(L=6000)-AS \1,140,000 ≠

WTR-4A-(L=8000)-AS \1,550,000 ≠

Door frame/4 door(Crossing door A type)
ドアフレーム/4枚戸:引き違い戸・Aタイプ

\800,000 ≠

\880,000 ≠

\980,000 ≠

\1,080,000 ≠
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Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

WDF-A-45   ×(～W750)×(H)
-2S-FA

□

□WDF-A-45   ×(W751～1000)×(H)
-2S-FA

□WDF-A-45   ×(W1001～1500)×(H)
-2S-FA

□WDF-A-45   ×(W1501～2000)×(H)
-2S-FA

WDF-B-45   ×(～W750)×(H)
-2S-FA

□

□WDF-B-45   ×(W751～1000)×(H)
-2S-FA

□WDF-B-45   ×(W1001～1500)×(H)
-2S-FA

□WDF-B-45   ×(W1501～2000)×(H)
-2S-FA

WDF-B-45   ×(～W750)×(H)
-H-2S-FA

□

□WDF-B-45   ×(W751～1000)×(H)
-H-2S-FA

□WDF-B-45   ×(W1001～1500)×(H)
-H-2S-FA

□WDF-B-45   ×(W1501～2000)×(H)
-H-2S-FA

WDF-A-45   ×(～W750)×(H)
-4S-FA

□

□WDF-A-45   ×(W751～1000)×(H)
-4S-FA

□WDF-A-45   ×(W1001～1500)×(H)
-4S-FA

□WDF-A-45   ×(W1501～2000)×(H)
-4S-FA

Prosper Sliding System

≠ = 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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品名／表面仕上／材質
Product name / Surface finish / Material

品番／価格
 Product No. / Price

P.333 Double top rail/Four door
　　　　　　(Four pull-into door B type)
ダブルトップレール/4枚戸（4本引き込み戸・Bタイプ）

WTR-4B-(L=4500)-AS \720,000 ≠

WTR-4B-(L=6000)-AS \1,030,000 ≠

WTR-4B-(L=9000)-AS \1,400,000 ≠

Door frame/4 door (Pull-into door B type)
ドアフレーム/4枚戸:引き込み戸・Bタイプ

\800,000 ≠

\880,000 ≠

\980,000 ≠

Door frame/4 door
         (Pull-into door B type with handle)
ドアフレーム/4枚戸:引き込み戸・Bタイプ/ハンドル付

\860,000 ≠

\940,000 ≠

\1,040,000 ≠

P.334

1枚
1 partition

2連
2 partition

4連
4 partition

3連
3 partition

FIX Partition(1 partition)
FIXパーティション（1枚）

\200,000 ≠

\240,000 ≠

\280,000 ≠

\300,000 ≠

FIX Partition(2 partition)
FIXパーティション（2連）

\370,000 ≠

\450,000 ≠

\500,000 ≠

\540,000 ≠

FIX Partition(3 partition)
FIXパーティション（3連）

\540,000 ≠

\660,000 ≠

\720,000 ≠

\780,000 ≠

FIX Partition(4 partition)
FIXパーティション（4連）

\710,000 ≠

\870,000 ≠

\940,000 ≠

\1,020,000 ≠

82

S
lid

in
g

 system

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

Surface finish：Anodized Aluminum
表面仕上：FA（ファインアルマイト）
Material：Aluminum
材質：アルミニウム

WDF-B-45   ×(～W750)×(H)
-4S-FA

□

WDF-B-45   ×(W751～1000)×(H)
-4S-FA

□ 

WDF-B-45   ×(W1001～1500)×(H)
-4S-FA

□

WDF-B-45   ×(～W750)×(H)
-H-4S-FA

□

WDF-B-45   ×(W751～1000)×(H)
-H-4S-FA

□ 

WDF-B-45   ×(W1001～1500)×(H)
-H-4S-FA

□

FIX-1R-45   ×(～W750)×(H)-FA□

FIX-1R-45   ×(W751～1000)×(H)
-FA

□

FIX-1R-45   ×(W1001～1500)×(H)
-FA

□

FIX-1R-45   ×(W1501～2000)×(H)
-FA

□

FIX-2R-45   ×(～W750)×(H)-FA□

FIX-2R-45   ×(W751～1000)×(H)
-FA

□

FIX-2R-45   ×(W1001～1500)×(H)
-FA

□

FIX-2R-45   ×(W1501～2000)×(H)
-FA

□

FIX-3R-45   ×(～W750)×(H)-FA□

FIX-3R-45   ×(W751～1000)×(H)
-FA

□

FIX-3R-45   ×(W1001～1500)×(H)
-FA

□

FIX-3R-45   ×(W1501～2000)×(H)
-FA

□

FIX-4R-45   ×(～W750)×(H)-FA□

FIX-4R-45   ×(W751～1000)×(H)
-FA

□

FIX-4R-45   ×(W1001～1500)×(H)
-FA

□

FIX-4R-45   ×(W1501～2000)×(H)
-FA

□

Prosper Sliding System

≠ = 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。


