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省スペース扉用ヒンジ・ラプコンステー・ネクタイ掛・スライドコートハンガー

リフティングパワー＝扉高さ［mm］（扉質量［kg］-1）

モノフラットリンクヒンジ
【材質】鋼／ABS樹脂　ニッケルめっき／ライトグレー

型番 質量（g） リフティングパワー 商品コード 参考価格

EZS-ELAN-LL S 2245 1900～2860 　50820581　 ¥10,500
EZS-ELAN-ML S 2316 2820～3900 　50820582　 ¥10,500
EZS-ELAN-MM S 2387 3850～4950 　50820583　 ¥10,500
EZS-ELAN-HM S 2431 4700～5600 　50820584　 ¥10,500
EZS-ELAN-HH S 2475 5550～6930 　50820585　 ¥10,500

リフトアシスト
フリーストップ
ソフトクローズ

弊社3万回開閉試験クリア

広々
使える

本体がコンパクトでデッド
スペースが少なく、キャビ
ネット内部を有効に活用で
きます。

軽く開く

●リフトアシスト機能
扉をわずかな力で開け
られます。

フリース
トッ

プ

ゆっくり
閉ま

る

●フリーストップ機能
約30°～70°の範囲では、
任意の位置で扉を止めら
れます。

扉質量： 5～12.5kg　扉高さ： 500～750mm　扉幅： 1200mm以下
※リフティングパワーは、EZS-ELANの機種選定をするための独自の数値です。
※各機種の範囲の上下限にある場合は、現品にて動きをご確認ください.。
※扉質量は、ハンドルを含んだ扉の重さです。
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（　）内寸法はTE700 を示します。
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L金具

リヤーサポート※

小ねじ

天板付の場合壁面付の場合

●スペースが有効活用できる、スライド式の
コートハンガーです。● 押入れ、収納ユニッ
ト家具など、奥行の深い場所での使用に最適
です。●ブラケットの取り付けには、200mm
の調整代があります。●取手部にもハンガー
が掛けられ、着替えなどで便利にご利用いた
だけます。

■注　意
キャビネットの奥行は、TE700は700mm以
上、TE800は800mm以上必要です。　 

■取付方法
壁面付、天板付のいずれも、奥側の取付例で
す。手前側も取り付け方は同様です。
※印部はL金具の下面に当て、矢印のように
少し前にずらしてから小ねじで止めます。

■取付方法

スライドコートハンガーツルスター
 【最大吊下荷重N】196N   【最大吊下荷重kgf】20kgf、  付属品：十字穴付丸木ねじ4.5×20

型番 全長 スライド量 ブラケット取付面奥行寸法 質量（g） 商品コード 参考価格

TE-700 700 520 600～800 50 　5082060　 ¥24,100
TE-800 800 570 700～900 50 　5082061　 ¥25,200

082D

詳細説明＆
バリエーション

082B

詳細説明＆
バリエーション

 　省スペース扉
筐体と平行に扉が開閉するので、開
くときも開いた後も扉が邪魔になり
ません。営業時間内の商品の出し入
れ時にお客様のご迷惑になりませ
ん。

　 ネクタイ掛け
ネクタイを１本ずつ掛けられ、ズレ
落ちたり、片寄ったりするのを防止
できます。
什器等に取り付けてご使用くださ
い。

　 ソフト＆スムーズ開閉扉
僅かな力で開閉が出来、途中で扉を
止められるフリーストップ機能に加
え、扉を閉める際は、手を離しても
ゆっくりと安全にしまります。
高い所のストッカーなど、商品出し
入れ時に店員の方の負担を軽減しま
す。

 　スライドハンガー
スーツなど正面に向けて陳列する際
に、丸ごと前に引き出せるので、後
ろの商品を取り出しやすくなりま
す。

■棚下照明 P000へ

・フルオープン！内部スペースを有効活用
キャビネットの側板に取り付けるため、内部スペースが上下部
分を有効に活用できます。　
・スムーズな操作感
扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。　
・フリーストップ＆ソフトクロージング
扉は任意の位置で静止します。また、閉めるときはダンパーに
よりゆっくりと静かに閉まります。
・4方向の扉位置調整が可能
スライド丁番を調整する要領で、上下・左右・前後・平行の 4
方向に対して調整ができます。

ダンパーにより、ゆっくりと静かに閉まります。

● 開き戸と異なり、開閉時に扉が邪魔にな
りません。

適応扉サイズは、幅400～500mm、高さ600～
900mm、厚さ15～24mmで扉質量は7kg以下です。
■部品内訳
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 ・8本、十字
穴付丸皿タッピンねじ3.5×15 ・ 6本、連結ロッド ・
1本、座金 ・2個、カップカバー ・ 2個、ヒンジ本体・2
個、連結ロッドカバー ・2個

モノフラットリンクヒンジ
型番 適応かぶせ（mm） 扉高さ（mm） 扉重量（kg） 商品コード 参考価格

LIN-X450 19 600～900 7以下 　5082062　 ¥12,100
LIN-X450+5 14 600～900 7以下 　5082063　 ¥14,200

082A

詳細説明＆
バリエーション
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●ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、
片寄ったりするのを防止します。

■使用上の注意
ネクタイを外す時は、図の正しい引き抜
き方向（水平方向）へ引き抜いてくださ
い。ネクタイ掛はアーム部1ヶ所当たり、
ネクタイの質量以上の力（最大300g迄）
が加わると、ネクタイ自体の生地を傷め
たり、ネクタイ掛の破損につながること
があります。
ネクタイを掛ける時や、外す時は十分ご
注意ください。

タイメート
【材質】ポリカーボネート（PC） 【吊下荷重N】アーム部１ヶ所当り2.94N 【吊
下荷重kgf】アーム部１ヶ所当り0.3kgf、  付属品：木ねじ

型番 カラー 質量（g） 商品コード 参考価格

TIE-33BR ブラウン 50 　50820591　 ¥380
TIE-33I アイボリー 50 　50820592　 ¥380 082C

詳細説明＆
バリエーション
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■モノフラットリンクヒンジ（省スペース扉用）A ■タイメート（ネクタイ33本掛）C

■ラプコンステーB ■スライドコートハンガー  ツルスターD

●ソフトダウン機能
約0°～20°の範囲では、扉
から手を離しても、ゆっく
りと閉まり安全です。
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