
これが、２００％の開放感。

窓の姿が見えなくなるまで
開口スペースいっぱいに、フルオープン。

そこには、想像以上の開放感が待っていました。
障子を折りたたんで開閉する｢フォールディンング｣

そして、壁の向こうまで障子を滑り込ませる｢スライディング｣。
空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。

全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。

開口をフルオープンにでき、大きな開放感が広がります。

オープンウィン

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 081016

スライディング

戸を横に開く障子の文化をモダンにいかした、
引き分けのオープンウィン。
こうして眺めると、
都会の夜空も、なかなかのものです。

フォールディング

住まいの真ん中に空が広がる、パティオ。
この窓は、ただ開けるというより、
空間をつなげる、と言ったほうが似合うようです。

SPD99999002724



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 081016

住宅スタイルに合わせて選べる、２タイプ。スライディング＆フォールディング。

シンプルなのに新しい引き戸タイプ。
室内外をフラットにつなぎます。

モダンなフォルムの折れ戸タイプ。
壁面いっぱいに、開口が取れます。

｢スライディング｣でつながるリビングとパティオ。
室内外の段差をなくした設計で、すべての空間をワンフロアとして利用できます。

ちょっとしたバルコニーも、｢フォールディング｣で室内とのつながりをつくれば居住空間の一部に。

Ｗ１１９サイズ

コンパクトな開口部にドア感覚で取付けられる｢フォールディング｣。
イスやテーブルなどの大きなものでも楽々と運べます。

｢シンプルアートⅡ｣との組み合わせで、
デザイン性・機能性ともに、
開口設計の幅が広がります。

スライディング

フォールディング

開口をフルオープン。住宅スタイルに合わせて、
｢スライディング｣と｢フォールディング｣を

お選びいただけます。

スライディング フォールディング

スクエアタイプ サークルタイプ

ガラスブロック窓

＋

住宅外観を彩る、アクセント窓
｢シンプルアートⅡ｣。
ひとつでも、並べても
美しいプロポーションで
組み合わせの楽しみが
広がる窓です。

シャープでシンプルなデザインの庇が、
住まいの外観にアクセントを加えます。

オープンウィン

シンプルアートⅡ

スリムアート

室内側

室外側

室内側

室外側

SPD99999002724



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 081016

スライディング

障子が袖壁外側に納まる｢スライディング｣。
開口部をフルに開放することができ、室内外の空間を
自然につなぎます。

フォールディング

障子を折りたたんで開閉する｢フォールディング｣。
デザインはもちろん、障子の動きにもモダンを感じさせる
「機能美」が魅力です。

室外側

室外側

障子を横にスライドさせる
引き戸タイプなので
開口前のスペースを
有効に使えます。

折れ戸タイプなので
障子の収納スペースが必要です。

片引きタイプ 引き分けタイプ

全開時に障子の引き残しがない
美しいデザインです。
※大型把手付障子の場合、引き残しを設けています。

全開時に障子の引き残しがない
美しいデザインです。
※大型把手付障子の場合、引き残しを設けています。

障子のラインをすっきりと見せる、
｢クレセントレス｣デザインです。

障子のラインをすっきりと見せる、
｢クレセントレス｣デザインです。

戸先錠

スリムなデザインの
戸先錠は、鍵位置が
外から見えにくいので、
防犯効果もあります。

フラットレール

室内外をフラットに
つなぐと空間に広がりが
生まれます。
また、段差がないため
つまづく心配もありません。

小さな開口部にも最適な、
Ｗ１１９〈２枚建〉が新登場。

グレモンハンドル

シンプルななかに
美しさと使いやすさが
込められた
｢グレモンハンドル｣です。

シンフォニー
ウッディ タイプ

シンフォニー
マイルド タイプ

フォールディング専用
網戸（オプション）

Ｗ３４７まで対応できる、
フォールディング専用
収納網戸。
後付けも可能です。

安全設計

障子に指をはさんでもケガをしにくく安全面にも
配慮した構造です。

室内側

室
内
側

室
外
側

SPD99999002724



全開口サッシ オープンウィン 商品特長

スライディング

全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。
窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。
窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。

シンプルなのに新しい引き戸タイプ。
室内外をフラットにつなぎます。
シンプルなのに新しい引き戸タイプ。
室内外をフラットにつなぎます。

フラットレール外観 サブロック

戸先錠

内観

■ＣＯＬＯＲ ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ■

これが、２００％の開放感。これが、２００％の開放感。

（内観色／外観色）（内観色）

ミドル
グレー

ブラック
オータム
ブラウン

マイルド
ブラウン

シャイン
グレー

マイルド
グレー

ホワイト

ホワイト

（外観色）

■シンフォニーウッディタイプ ■シンフォニーマイルドタイプ ■デュオＰＧタイプ

シャイングレー ホワイトブラック オータムブラウン ナチュラル
シルバー

ライト
グレー ナチュラル

シルバー シャイングレー ホワイト

ブラック オータム
ブラウン

ナチュラル
シルバー

※シンフォニー内観ホワイト色のみ、他の外観色との組合わせが可能です。

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 090417

■障子
全開時に障子がすべて収納部へ
納まるので、引き残しがありません。

■室内外をフラットにつなぎます。

■障子を閉めた手で施解錠操作ができます。
外からロックの位置が見えにくいため、防犯効果もあります。
錠の取付中心位置は下から約１１５０ｍｍの位置となります。

■戸先錠に加え、サブロックを標準装備。

■クレセントがない、
すっきりとしたデザインです。

障子（２タイプから選択）

フラットレール

２ロック戸先錠

開閉形態

■障子が収納部へ納まる引き戸タイプです。
障子が袖壁外側に納まります。収納部の壁厚は５０ｍｍまで対応可能です。

■連動障子
障子は煙返し構造および部品によって連動で開閉します。

障子が袖壁外側に納まる｢スライディング｣。
開口部をフルに開放することができ､室内外の空間を自然につなぎます。

■Ｗ１６５〈２枚建片引き〉と、
Ｗ２５６〈４枚建引き分け〉をご用意しました。

クレセントレス

豊富なサイズバリエーション

レール部の凹凸をなくし、空間をフラットにつなぐ

ことで、室内外のつながりを生みだす設計です。

段差がないため、つまづく心配もありません。
※レール形材色は下記となります。

２ロック効果で侵入を手間取らせることで、

防犯性を高めます。

■大型把手付障子
把手の直径は３０ｍｍ。しっかり
握れる設計なので大型サッシに
最適です。把手で手をはさまない

ように、引き残しを設定しています。

※枠に把手セット同梱のストッパーおよび
穴ふさぎ部品を取付けてください。
※網戸は専用サイズの網戸をご使用

ください。

◆サイズ対応表

※フォールディングと同一フロアで併用する場合、下枠に納まりの違いがありますのでご注意ください。

オープンウィン
スライディング引違い窓

室内側 室外側

レール形材部分

Ｈ           Ｗ 165-2 256-4

18 ● ●

20 ● ●

22 ● ●

キャラメルウッド ニュートラル
ウッド

ライトウッド ホワイトショコラウッド

SPD99999007061



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 090417

フォールディング

■全開時に障子を固定するあおり止めとして、ストッパーを装備。
■全閉時にはサブロックとして、防犯効果を発揮します。
■ストッパーを解除すれば、障子を左右どちらにも寄せることができます。
障子を左右どちら側にも寄せられ、

室外のスペースを有効利用できます。

■グレモン引き寄せ機構で、気密性をしっかり確保。
■ハンドルを下げるだけの簡単ロック。
障子がきちんと閉まらないとハンドルが回らない、
誤作動防止機能も装備しています。

■左右、上下、どんな状態でも、 握りやすい
ユニバーサルデザイン。

■袖壁のない場所でも取付けることができる、折れ戸タイプの障子です。
■開閉がスムーズな上吊方式です。
耐久性の高い４輪式の吊車と
下部のガイド車により、大きな
開口でもスムーズに開閉できます。
また、吊車は高さ調整機能が
ついており、メンテナンスも簡単です。

■指をはさんでもケガをしにくい構造。
障子と障子の間に１５ｍｍのスペースを
設けています。指はさみ緩衝用パッキンも
装着し、指をはさんでもケガをしにくいよう
配慮しています。

モダンなフォルムの折れ戸タイプ。
壁面いっぱいに、開口が取れます。

◆サイズ対応表

ストッパー

開閉形態

グレモンハンドル 安全設計

豊富なサイズバリエーション

全開口サッシ オープンウィン 商品特長

障子を折りたたんで開閉する「フォールディング」。
デザインはもちろん、障子の動きにもモダンを感じさせる「機能美」が魅力です。

新機種の追加により、
ご提案の幅が広がります。

■ＣＯＬＯＲ ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ■

外観 内観

吊車

室外用引手
（オプション）

ストッパー

グレモンハンドル

フォールディング
専用網戸
（オプション）

全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。

これが、２００％の開放感。これが、２００％の開放感。

ストッパー

※実際はカバーがあり吊車は見えません。

119-2 165-4 256-4 256-6 347-6

18 ● ● ● ● -

20 ● ● ● ● ●

22 ● ● ● ● ●

W
H

※フォールディングの下枠は段差が生じます。
スライディングと同一フロアで併用する場合、下枠に納まりの違いがありますのでご注意ください。

窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。
窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。

■Ｗ１１９（２枚建）と、Ｗ３４７（６枚建）を機種追加しました。
防犯建物部品仕様

●サムターン追加
ハンドル部に
サムターンを追加し
施錠機構の防犯性を
高めています。

小さな場所にも取付けられる、
Ｗ１１９〈２枚建〉

サムターン

■防犯性に配慮
施錠操作は、ツマミを押しながら回すロック式。

（内観色／外観色）（内観色）

ミドル
グレー

ブラック
オータム
ブラウン

マイルド
ブラウン

シャイン
グレー

マイルド
グレー

ホワイト

ホワイト

（外観色）

■シンフォニーウッディタイプ ■シンフォニーマイルドタイプ ■デュオＰＧタイプ

シャイングレー ホワイトブラック オータムブラウン ナチュラル
シルバー

ライト
グレー ナチュラル

シルバー シャイングレー ホワイト

ブラック オータム
ブラウン

ナチュラル
シルバー

※シンフォニー内観ホワイト色のみ、他の外観色との組合わせが可能です。

キャラメルウッド ニュートラル
ウッド

ライトウッド ホワイトショコラウッド

SPD99999007062



全開口サッシ オープンウィン 商品特長

スライディング

全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。
窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。
窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。

シンプルなのに新しい引き戸タイプ。
室内外をフラットにつなぎます。
シンプルなのに新しい引き戸タイプ。
室内外をフラットにつなぎます。

フラットレール外観 サブロック

戸先錠

内観

■ＣＯＬＯＲ ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ■

これが、２００％の開放感。これが、２００％の開放感。

（内観色／外観色）（内観色）

ミドル
グレー

ブラック
オータム
ブラウン

マイルド
ブラウン

シャイン
グレー

マイルド
グレー

ホワイト

ホワイト

（外観色）

■シンフォニーウッディタイプ ■シンフォニーマイルドタイプ ■デュオＰＧタイプ

シャイングレー ホワイトブラック オータムブラウン ナチュラル
シルバー

ライト
グレー ナチュラル

シルバー シャイングレー ホワイト

ブラック オータム
ブラウン

ナチュラル
シルバー

※シンフォニー内観ホワイト色のみ、他の外観色との組合わせが可能です。

※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 090417

■障子
全開時に障子がすべて収納部へ
納まるので、引き残しがありません。

■室内外をフラットにつなぎます。

■障子を閉めた手で施解錠操作ができます。
外からロックの位置が見えにくいため、防犯効果もあります。
錠の取付中心位置は下から約１１５０ｍｍの位置となります。

■戸先錠に加え、サブロックを標準装備。

■クレセントがない、
すっきりとしたデザインです。

障子（２タイプから選択）

フラットレール

２ロック戸先錠

開閉形態

■障子が収納部へ納まる引き戸タイプです。
障子が袖壁外側に納まります。収納部の壁厚は５０ｍｍまで対応可能です。

■連動障子
障子は煙返し構造および部品によって連動で開閉します。

障子が袖壁外側に納まる｢スライディング｣。
開口部をフルに開放することができ､室内外の空間を自然につなぎます。

■Ｗ１６５〈２枚建片引き〉と、
Ｗ２５６〈４枚建引き分け〉をご用意しました。

クレセントレス

豊富なサイズバリエーション

レール部の凹凸をなくし、空間をフラットにつなぐ

ことで、室内外のつながりを生みだす設計です。

段差がないため、つまづく心配もありません。
※レール形材色は下記となります。

２ロック効果で侵入を手間取らせることで、

防犯性を高めます。

■大型把手付障子
把手の直径は３０ｍｍ。しっかり
握れる設計なので大型サッシに
最適です。把手で手をはさまない

ように、引き残しを設定しています。

※枠に把手セット同梱のストッパーおよび
穴ふさぎ部品を取付けてください。
※網戸は専用サイズの網戸をご使用

ください。

◆サイズ対応表

※フォールディングと同一フロアで併用する場合、下枠に納まりの違いがありますのでご注意ください。

オープンウィン
スライディング引違い窓

室内側 室外側

レール形材部分

Ｈ           Ｗ 165-2 256-4

18 ● ●

20 ● ●

22 ● ●

キャラメルウッド ニュートラル
ウッド

ライトウッド ホワイトショコラウッド

SPD99999007056



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 090417

フォールディング

■全開時に障子を固定するあおり止めとして、ストッパーを装備。
■全閉時にはサブロックとして、防犯効果を発揮します。
■ストッパーを解除すれば、障子を左右どちらにも寄せることができます。
障子を左右どちら側にも寄せられ、

室外のスペースを有効利用できます。

■グレモン引き寄せ機構で、気密性をしっかり確保。
■ハンドルを下げるだけの簡単ロック。
障子がきちんと閉まらないとハンドルが回らない、
誤作動防止機能も装備しています。

■左右、上下、どんな状態でも、 握りやすい
ユニバーサルデザイン。

■袖壁のない場所でも取付けることができる、折れ戸タイプの障子です。
■開閉がスムーズな上吊方式です。
耐久性の高い４輪式の吊車と
下部のガイド車により、大きな
開口でもスムーズに開閉できます。
また、吊車は高さ調整機能が
ついており、メンテナンスも簡単です。

■指をはさんでもケガをしにくい構造。
障子と障子の間に１５ｍｍのスペースを
設けています。指はさみ緩衝用パッキンも
装着し、指をはさんでもケガをしにくいよう
配慮しています。

モダンなフォルムの折れ戸タイプ。
壁面いっぱいに、開口が取れます。

◆サイズ対応表

ストッパー

開閉形態

グレモンハンドル 安全設計

豊富なサイズバリエーション

全開口サッシ オープンウィン 商品特長

障子を折りたたんで開閉する「フォールディング」。
デザインはもちろん、障子の動きにもモダンを感じさせる「機能美」が魅力です。

新機種の追加により、
ご提案の幅が広がります。

■ＣＯＬＯＲ ＶＡＲＩＡＴＩＯＮ■

外観 内観

吊車

室外用引手
（オプション）

ストッパー

グレモンハンドル

フォールディング
専用網戸
（オプション）

全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。全開口サッシ｢オープンウィン｣シリーズ誕生。

これが、２００％の開放感。これが、２００％の開放感。

ストッパー

※実際はカバーがあり吊車は見えません。

119-2 165-4 256-4 256-6 347-6

18 ● ● ● ● -

20 ● ● ● ● ●

22 ● ● ● ● ●

W
H

※フォールディングの下枠は段差が生じます。
スライディングと同一フロアで併用する場合、下枠に納まりの違いがありますのでご注意ください。

窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。
窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱいに、フルオープン。
そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を｢閉じる｣と｢つなぐ｣という、窓の使命を最大限に。

■Ｗ１１９（２枚建）と、Ｗ３４７（６枚建）を機種追加しました。
防犯建物部品仕様

●サムターン追加
ハンドル部に
サムターンを追加し
施錠機構の防犯性を
高めています。

小さな場所にも取付けられる、
Ｗ１１９〈２枚建〉

サムターン

■防犯性に配慮
施錠操作は、ツマミを押しながら回すロック式。

（内観色／外観色）（内観色）

ミドル
グレー

ブラック
オータム
ブラウン

マイルド
ブラウン

シャイン
グレー

マイルド
グレー

ホワイト

ホワイト

（外観色）

■シンフォニーウッディタイプ ■シンフォニーマイルドタイプ ■デュオＰＧタイプ

シャイングレー ホワイトブラック オータムブラウン ナチュラル
シルバー

ライト
グレー ナチュラル

シルバー シャイングレー ホワイト

ブラック オータム
ブラウン

ナチュラル
シルバー

※シンフォニー内観ホワイト色のみ、他の外観色との組合わせが可能です。

キャラメルウッド ニュートラル
ウッド

ライトウッド ホワイトショコラウッド

SPD99999007057


	01_新商品_全開口サッシ_オープンウィン
	02_全開口サッシ_オープンウィン_商品特長_スライディング
	03_全開口サッシ_オープンウィン_商品特長_フォールディング
	05_全開口サッシ_オープンウィン_商品特長_スライディング
	05_全開口サッシ_オープンウィン_商品特長_フォールディング

