
長押レール ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールシリーズです。

掛けたり、置いたり、吊るしたり、いろいろな用途で使えます。

MR4114×2

ライン長押　900ｍｍ
注文品番 カラー 価格（税抜） JAN
MR4114 アイボリー ¥3,300 808528
MR4117 セピア ¥3,300 808559

外寸法：幅909×高さ55×奥行27mm　　重量：0.7kg
材質：〈本体〉アルミラッピング　〈キャップ〉樹脂　
 〈フック〉スチールメッキ
付属品：フック（M-395）５ヶ･石こうボード用ピン（剛力ピン）･
 　木壁用ネジ
壁取付け（２）→P.78
パッケージ（２）→P.82
安全荷重：ピン５kg／ネジ10kg（フック１ヶあたり５kgまで）

フック付で小物整理に便利です。上部の奥行きを利用し
て、CDなどの小物ディスプレイとして使えます。

ライン長押　600ｍｍ
注文品番 カラー 価格（税抜） JAN
MR4113 アイボリー ¥2,400 808511
MR4116 セピア ¥2,400 808542

外寸法：幅606×高さ55×奥行27mm　　重量：0.5kg
材質：〈本体〉アルミラッピング　〈キャップ〉樹脂　
 〈フック〉スチールメッキ
付属品：フック（M-395）３ヶ･石こうボード用ピン（剛力ピン）･
 　木壁用ネジ
壁取付け（２）→P.78
パッケージ（２）→P.82
安全荷重：ピン５kg／ネジ10kg（フック１ヶあたり５kgまで）

フック付で小物整理に便利です。上部の奥行きを利用し
て、CDなどの小物ディスプレイとして使えます。

アイボリー

セピア

アイボリー

セピア

アイボリー

セピア

ライン長押　400ｍｍ
注文品番 カラー 価格（税抜） JAN
MR4112 アイボリー ¥1,900 808504
MR4115 セピア ¥1,900 808535

外寸法：幅404×高さ55×奥行27mm　　重量：0.4kg
材質：〈本体〉アルミラッピング　〈キャップ〉樹脂　
 〈フック〉スチールメッキ
付属品：フック（M-395）２ヶ･石こうボード用ピン（剛力ピン）･
 　木壁用ネジ
壁取付け（２）→P.78
パッケージ（２）→P.82
安全荷重：ピン５kg／ネジ10kg（フック１ヶあたり５kgまで）

フック付で小物整理に便利です。上部の奥行きを利用し
て、CDなどの小物ディスプレイとして使えます。
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オプション　フックやトレイを追加して、自分好みにアレンジできます。

ライン長押トレイ
注文品番　MR4128
価格（税抜）　¥800
JAN　808665

D50フック
注文品番　MR4099
価格（税抜）　¥550
JAN　808375

レール５ フック
注文品番　M-395
価格（税抜）　¥250
JAN　806203

外寸法：幅200×高さ15×奥行78mm
材質：アルミ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（吊り下げ袋）→P.82
安全荷重：１kg

外寸法：幅15×高さ55×奥行27mm
材質：スチール塗装
入数：１袋２ヶ入
パッケージ（吊り下げ袋）→P.82
安全荷重：３kg

外寸法：幅10（フック幅）×高さ29×奥行13.5mm
材質：スチールメッキ
入数：１袋２ヶ入
パッケージ（吊り下げ袋）→P.82
安全荷重：５kg
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左右にスライドするフック

取付場所

石こうボード壁・ベニヤ壁
木壁・木桟

石こう壁用ピンで取り付け 木壁用ネジで取り付け

長
押
レ
ー
ル

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乗せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。26



レール30
注文品番 カラー 名称サイズ 価格（税抜） レール長さ

幅×高さ×奥行（mm）
重量
（kg） JAN

M-3011 シルバー 2.0 ¥2,700 2004×23.5×20 0.9 808290

シルバー

材質：〈本体〉アルミ　〈キャップ〉樹脂
付属品：壁取付金具･木壁用ネジ
入数：１包１本入
壁取付け→P.61下
パッケージ（47）→P.83
安全荷重：30㎏
レール穴あけ加工なし

壁面と天井付けが可能なしっかりタイプです。
下地にネジで固定して取り付けします。

石こうボードに取付する場合

取付位置にて、取付止め用穴から太ピン
でレールを固定します。太ピンを太ピン穴
に打ち込み固定します。
※ピンは最後まで打ち込んでください。

太ピン

太ピン穴

木壁に取付する場合

取り付け位置に合わせて、穴からネジで
レールを壁に固定します。

ネジ

間柱に取付する場合

取付金具をネジで取り付け、サイドキャップを付けたレールを上からかぶせて
取付金具にしっかりと引掛けます。

取付金具

■レール12の壁面取付方法

取付場所

木壁・木桟・天井
※下地に取り付け必要

20

23.5

■レール30の壁面取付方法
※必ず十分強度のある下地材に
　取り付けてください。

Φ3.8～Φ4ドリルで
下穴をあける

取り付け前に穴あけをしてください。
（ドリルをご用意ください。）

天井に直接ネジで取り付ける場合

木部

取り付け位置に合わせて、穴からネジで
レールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に直接ネジで取り付ける場合

木部

取り付け位置に合わせて、穴からネジで
レールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に取付金具を使って取り付ける場合

間柱の位置を探し、そこに取付金具をネジで取り付けます。レールを上から
しっかりと取付金具に引掛けます。上がり止めとして、レールを壁にネジで固
定してください。

オプション　フックを追加して使います。

レールジョイント金具 レール12・レール30用
注文品番　M-3013
価格（税抜）　¥300
JAN　808313

外寸法：幅50×高さ18.5×奥行１mm
材質：ステンレス
付属品：六角レンチ
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（吊り下げ袋）→P.82

レール30 フック
注文品番　M-3012
価格（税抜）　¥1,000
JAN　808306

外寸法：幅12×高さ33×奥行19mm
材質：ステンレス･真鍮
入数：１袋１ヶ入
パッケージ（吊り下げ袋）→P.82
安全荷重：30㎏

φ12

13
.5

33

15

φ5

φ
4

■ジョイント金具の取付方法（イラストはレール12）

①  キャップ・カバーを外したレールに差し込み、六角
レンチを使ってビスを締め、本体を固定します。

六角レンチ

ビス

②  本体を取り付けたレールを壁に設置した後、連結
するレールの裏面に本体を差し込みます。

■フックの取付方法

①  レール取付部が横側に来るようにフックを持ち、
レール溝に挿入します。

レール30

②  押し上げながらフックを手前に向かって90度
回転させます。ローレット部分を締めて位置を固定
します。

❶ 90°回転❷ローレット部分

ピ
ク
チ
ャ
ー
レ
ー
ル

※ 注意  レール30を取り付ける場合は、下地に取り付ける本格工事が必要です。専門知識のある業者様の責任において取り付けてください。  
※付属のネジに限らず現場の状態に合わせ、ネジやアンカー、金具などを必要に応じて別途用意してください。
JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乗せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。 61



引掛け金具

引掛吊りセット５　フレーム止めタイプ 

注文品番　M-591
価格（税抜）　¥500　　JAN　805442

木壁・木桟・柱等

壁面取付金具

長ネジ

長ネジを中央の穴（上
側）に取り付けます。

石こうボード・ベニヤ壁等

下側に取り付ける

ピン

壁面取付金具

①  ピンを左右の穴に取り付
けます。

②  ピンを中央の穴（下側）に取
り付けます。※ズレ防止用

■壁面取付方法
①  壁面取付金具を壁面に取り付けます。
②  額取付金具を額中央にネジで取り付けます。
③  イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、
額をセットします。

フレームに
ネジで金具を
取り付け

材質：〈額取付金具〉ステンレス　〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具（幅29×高さ28）･
 　石こうボード用ピン･木壁用ネジ
入数：１袋１セット入
パッケージ（69）→P.84
安全荷重：５kg

450×450mm（５kg）までの小サイズパネル用です。
パネルなどに取付金具をネジでとめて引掛けます。
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引掛吊りSセット５　ストッパー付フレーム止めタイプ　　　　　　　 

注文品番　M-592
価格（税抜）　¥600　　JAN　805459
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石こうボード・ベニヤ壁等

壁面取付金具

長ネジ

長ネジを中央の穴（上
側）に取り付けます。

木壁・木桟・柱等

下側に取り付ける

ピン

壁面取付金具

 ①  ピンを左右の穴に取り付
けます。

②  ピンを中央の穴（下側）に取
り付けます。※ズレ防止用

■壁面取付方法
①  壁面取付金具を壁面に取り付けます。
②  額取付金具を額中央にネジで取り付けます。
③  イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、
額をセットします。ストッパー付きなので、額の外
れ防止となり安心です。

フレームに
ネジで金具を
取り付け

材質：〈額取付金具〉ステンレス　〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具（幅29×高さ28）･
 　石こうボード用ピン･木壁用ネジ
入数：１袋１セット入
パッケージ（70）→P.84
安全荷重：５kg

ホテルの絵画・アート向けです。
ストッパー付で落下やいたずら防止になります。

直掛け金具 額縁や鏡などを壁にしっかり、ピッタリ取り付けできます。

簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。

引掛吊りSSセット　ストッパー付　

注文品番　M-5032
価格（税抜）　¥800　　JAN　807217
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①  額取付金具を額裏面の内側に短ネジで取り付け
ます。
②  壁面取付金具を額取付金具の内寸法から
2mm程引いた寸法で壁面に長ネジで取り付け
ます。
③  壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
④  額取付金具のネジを0～1号ドライバーで内側
にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

■壁面取付方法

木壁・木桟

長ネジ

石こうボード壁等

ピン

材質：〈額取付金具〉スチールメッキ　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具（幅50×高さ35）･
 　石こうボード用ピン･木壁用ネジ
入数：１袋１セット入
パッケージ（72）→P.84
安全荷重：10kg パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具です。

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。
レールタイプなので取り付けの位置出しが簡単です。

引掛吊りSSレール　ストッパー付 

3
5

3
6

3
6

W

30

30

材質：〈額取付金具〉スチールメッキ　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具･石こうボード用ピン･木壁用ネジ
入数：１袋１セット入
パッケージ（71）→P.84
安全荷重：10kg

注文品番　M-9994

①  額取付金具を壁面取付金具の寸法から2mm
足して額裏面の内側に短ネジで取り付けます。

② 壁面取付金具を壁面に長ネジで取り付けます。
③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
④  額取付金具のネジを0～1号ドライバーで内側
にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

木壁・木桟

長ネジ

石こうボード壁等

ピン

■壁面取付方法

長さ（mm） 価格（税抜）
300～399 ¥1,840
400～499 ¥2,000
500～599 ¥2,160
600～699 ¥2,320
700～799 ¥2,480

長さ（mm） 価格（税抜）
800～899 ¥2,640
900～999 ¥2,800
1,000～1,099 ¥2,960
1,100～1,199 ¥3,120

レールの長さ（mm単位）をご指示ください特注サイズできます

壁
取
付
具

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。74



引掛け金具

ダブルレール引掛吊り　フレーム止め付�

引掛吊りSSレール　ストッパー付�

材質：〈額取付金具〉ステンレス　
	 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具･
	 　石こうボード用ピン･
	 　木壁用ネジ･
	 　上がり止め用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重：	10kg	

材質：〈額取付金具〉スチールメッキ　
	 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具･石こうボード用ピン･
	 　木壁用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重：	10kg	

注文品番　M-9906

注文品番　M-9905

レール引掛吊300の特注サイズ対応です。
壁面との隙間が６mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付き。
上下辺でしっかり固定でき、レールタイプなので取り付けの位置出しも簡単です。

■壁面取付方法

■壁面取付方法

①��額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り
付けます。
②��壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取
り付けます。
③��壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
④��額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細い
ドライバーで締め込んでください。

①��額取付金具を壁面取付金具の寸法から2mm足し
て額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
②�壁面取付金具を壁面に長ネジで取り付けます。
③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
④��額取付金具のネジを0〜1号ドライバーで内側に
しっかり締め直し、ストッパーをかけます。

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。
レールタイプなので取り付けの位置出しが簡単です。
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長さ（mm） 価格（税抜）
300～399 ¥1,840
400～499 ¥2,000
500～599 ¥2,160
600～699 ¥2,320
700～799 ¥2,480

長さ（mm） 価格（税抜）
800～899 ¥2,640
900～999 ¥2,800
1,000～1,099 ¥2,960
1,100～1,199 ¥3,120

引掛け金具をセットした後に
上部よりネジで固定します。
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長さ（mm） 価格（税抜）
300～399 ¥3,300
400～499 ¥3,500
500～599 ¥3,700
600～699 ¥3,900
700～799 ¥4,100

長さ（mm） 価格（税抜）
800～899 ¥4,300
900～999 ¥4,500
1,000～1,099 ¥4,700
1,100～1,199 ¥4,900

レールの長さ（mm単位）をご指示ください特注サイズできます

レールの長さ（mm単位）をご指示ください特注サイズできます

木壁・木桟

木壁・木桟

長ネジをネジ穴にドライバーで
ネジ止めします。

長ネジをネジ穴にドライバーで
ネジ止めします。

石こうボード壁等

石こうボード壁等

��①��中央の穴にピンを打込み、
位置決めします。
②��残りの穴にピンを打込んで
固定します。

��①��中央の穴にピンを打込み、
位置決めします。
②��残りの穴にピンを打込んで
固定します。

長ネジ

長ネジ

ピン

ピン

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　	 SY



直掛け金具 額縁や鏡などを壁にしっかり、ピッタリ取り付けできます。

簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。

引掛け金具

引掛吊りセットフレーム止め付

引掛吊りSSセット　ストッパー付　

レール引掛吊り300　フレーム止め付 
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材質：〈額取付金具〉ステンレス　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具（幅50×高さ43）･
 　石こうボード用ピン･木壁用ネジ･
 　上がり止め用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重： 10kg 

材質：〈額取付金具〉スチールメッキ　
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具（幅50×高さ43）･
 　石こうボード用ピン･木壁用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重： 10kg 

材質：〈額取付金具〉ステンレス　〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具（幅300×高さ43）･
 　石こうボード用ピン･木壁用ネジ･上がり止め用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重： 10kg 

注文品番　M-5058
価格（税抜）　¥1,600　
JAN　810880

注文品番　M-5057
価格（税抜）　¥800　
JAN　810873

注文品番　M-5059
価格（税抜）　￥1,000
JAN　810897

壁面との隙間が６mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付きです。

パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具です。

10kgまでの小・中サイズパネル用です。
落下、いたずら防止の固定式引掛け金具です。

■壁面取付方法

■壁面取付方法

■壁面取付方法

  ①  額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り
付けます。

②  壁面取付金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付け
ます。
③  壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
④  額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細い
ドライバーで締め込んでください。

①  額取付金具を額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
②  壁面取付金具を額取付金具の内寸法から2mm
程引いた寸法で壁面に長ネジで取り付けます。
③  壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
④  額取付金具のネジを0～1号ドライバーで内側に
しっかり締め直し、ストッパーをかけます。

①  額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り
付けます。

②  壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取
り付けます。
③  壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
④  額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細い
ドライバーで締め込んでください。

木壁・木桟

木壁・木桟

木壁・木桟

長ネジ

長ネジ

長ネジをネジ穴にドライバーで
ネジ止めします。

長ネジをネジ穴にドライバーで
ネジ止めします。

長ネジをネジ穴にド
ライバーでネジ止め
します。

ピン

ピン

石こうボード壁等

石こうボード壁等

石こうボード壁等

  ①  中央の穴にピンを打込み、
位置決めします。

②  残りの穴にピンを打込んで
固定します。

36

30

50

43

50

50

43

300

50

43

6

300 5

50
引掛け金具をセットした後に
上部よりネジで固定します。

引掛け金具をセットした後に
上部よりネジで固定します。

長ネジピン

  ①  中央の穴にピンを打込み、
位置決めします。

②  残りの穴にピンを打込んで
固定します。

  ①  中央の穴にピンを打込み、
位置決めします。

②  残りの穴にピンを打込んで
固定します。

30 50

43

5 5

36

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　 SY



引掛け金具

ダブルレール引掛吊り　フレーム止め付�

引掛吊りSSレール　ストッパー付�

材質：〈額取付金具〉ステンレス　
	 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具･
	 　石こうボード用ピン･
	 　木壁用ネジ･
	 　上がり止め用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重：	10kg	

材質：〈額取付金具〉スチールメッキ　
	 〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具･石こうボード用ピン･
	 　木壁用ネジ
入数：１袋１セット入
安全荷重：	10kg	

注文品番　M-9906

注文品番　M-9905

レール引掛吊300の特注サイズ対応です。
壁面との隙間が６mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付き。
上下辺でしっかり固定でき、レールタイプなので取り付けの位置出しも簡単です。

■壁面取付方法

■壁面取付方法

①��額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り
付けます。
②��壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取
り付けます。
③��壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
④��額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細い
ドライバーで締め込んでください。

①��額取付金具を壁面取付金具の寸法から2mm足し
て額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
②�壁面取付金具を壁面に長ネジで取り付けます。
③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
④��額取付金具のネジを0〜1号ドライバーで内側に
しっかり締め直し、ストッパーをかけます。

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。
レールタイプなので取り付けの位置出しが簡単です。

43

W

36

30

43

30 5

36
43

W 5

長さ（mm） 価格（税抜）
300～399 ¥1,840
400～499 ¥2,000
500～599 ¥2,160
600～699 ¥2,320
700～799 ¥2,480

長さ（mm） 価格（税抜）
800～899 ¥2,640
900～999 ¥2,800
1,000～1,099 ¥2,960
1,100～1,199 ¥3,120

引掛け金具をセットした後に
上部よりネジで固定します。

50

50

43

W

50

43

6

W 5

50

長さ（mm） 価格（税抜）
300～399 ¥3,300
400～499 ¥3,500
500～599 ¥3,700
600～699 ¥3,900
700～799 ¥4,100

長さ（mm） 価格（税抜）
800～899 ¥4,300
900～999 ¥4,500
1,000～1,099 ¥4,700
1,100～1,199 ¥4,900

レールの長さ（mm単位）をご指示ください特注サイズできます

レールの長さ（mm単位）をご指示ください特注サイズできます

木壁・木桟

木壁・木桟

長ネジをネジ穴にドライバーで
ネジ止めします。

長ネジをネジ穴にドライバーで
ネジ止めします。

石こうボード壁等

石こうボード壁等

��①��中央の穴にピンを打込み、
位置決めします。
②��残りの穴にピンを打込んで
固定します。

��①��中央の穴にピンを打込み、
位置決めします。
②��残りの穴にピンを打込んで
固定します。

長ネジ

長ネジ

ピン

ピン

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。　　	 SY
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