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Silent Gliss



そしてサイレントグリスの機能性ファブリ
ックシリーズを合わせれば、さらにお客様
のご要望に沿った選択肢が広がります。

皆様のおすすめをぜひ周囲の方々にもお知
らせください。

今秋発売予定のSilent Trackシリーズは、静かさ
をさらに追求しました。非常に建築性にこだわ
って特別に設計されたレールは、独自の2コンポ
ーネント (2C) グライダーと組み合わせること
で、これまでにない静寂さを実現します。

サイレントグリスの創設者であるアレクサンダ
ー・ウェーバーの1952年からの技術革新の再起
動となります。これは､ノイズフリーのカーテン
レール性能基準となるものです｡ 多くの特許を取
得したサイレントグリスは、最新のSilent Track
シリーズでさらに重要な一歩を踏み出します。

The Sound of  
Silence ...

レールシステムは3サイズ( S, M, L )から
選択でき、レールのプロファイル形状は
四角、丸型、楕円形、長方形、ファンネ
ル型を各種取り揃えています。カラーの
カスタマイズはオプション対応が可能で
あり、高機能設計製品でありながら貴重
なデザイン性をもたらします。

聴覚的なものと同じくらい深く視覚に配慮
して開発された製品、Silent Trackは、業
界に新しい仕様基準を打ち立てるものです 
‐建築家、インテリアデザイナーだけでな
く個人にも、クリエイティブなビジョンに
妥協をしたくない方々のための製品です。 

... by Silent Track

2-Component glider The Funnel



SILENT GLISS – THE BENDING SPECIALIST 

サイレントグリスのレールはカーブ加工にも対応できるため現代
建築にみられる最も複雑な場所へも設置が可能です。最先端の技
術と長年の経験により、タイトなカーブでも最大の走行性が保証
されます。埋め込み式のプロファイルのレールは最も狭い半径で
も曲げられることが提案できます ‐ カーテンは文字通り天井から
下がっているように見えます。

優れた2コンポーネントグライダーとローラー(特許申請中)に、特
別なコーティングを施したレールを組み合わせることで、カーテン
がスムーズかつ静かに開閉することを可能にします。 2Cグライダ
ーの製造には2種類の素材が使用されており、硬質な素材で安定性
を確保し、軟質な素材でノイズを吸収します。結果としてこれまで
になかった静かさを実現します。

THE FUNNEL

どんな空間でも注目を集める新しいレールデザイン。エレガント
なファンネル型のプロファイルは対称的形状であり、特に間仕切
りとしての使用に最適です。 ファンネルは洗練された「クリッ
ク＆フィット」機構によりたいへん取付けやすくなっています。

Passion for details.

2-Component glider 
2Cグライダー安定性を確保する硬質素材 ノイズ吸収のための軟質素材

The silent revolution –  
2-component technology!

SMART FIX – SOPHISTICATED WALL FITTING

サイレントグリスのシステムは、壁面用に統一されたブラケット
シリーズの Smart Fixで取り付けることができます。取付けが容
易なマグネット付デザインカバーがネジを隠してくれるため、意
匠的にもきれいです。様々な長さと3種類のデザインを取り揃
え、フレキシブルで簡単な設置が可能です。



当社のベストセラー、SG 5600電動カ
ーテンレールは、スムーズで静か、且つ
強力なパワーを誇ります。2Cローラー
ランナー (特許申請中) 、高性能スイス
製モーター、さらに特殊なコーティング
が施されたレールが組み合わせられるこ
とで、最高性能が実現されます。スイッ
チを探す必要はありません。「タッチ＆
ゴー」機能でカーテンをそっと引くだけ
で動きだします！

  CORD OPERATED CURTAIN TRACKS

紐引カ－テンレールシステムはカーテンに直接触れる必要がなく、
カーテンが重くても操作は簡単です。このシステムには2種類の卓
越したデザインと3つのサイズで品揃えしています｡四角型のレール
はカーブ加工が可能なリセスレールも特徴とします。 

すべての紐引カーテンレールシステムは子供に対し安全で、
EN 13120、EN 16433、EN 16434の安全規格に準拠しています。

  HAND OPERATED CURTAIN TRACKS /  
          CUBICLE TRACKS

サイレントグリスは、面積、サイズ、形状、カラーに関わらず、
手引カーテンレールをご提供しています。このシステムは3つのサ
イズと5種類のデザインで品揃えしています。レールはどれもカー
ブに合わせて曲げることができ、四角型のレールにはカーブ加工
が可能なリセスレールも提供されます。 

吊棒レールもご用意しています – 空気の循環や部屋を仕切る必要
がある場合に理想的です – あらゆるインテリアに最適な仕上がり
を提供できる製品を幅広く取り揃えています。 
 

Operation solutions 
for all situations

  ELECTRIC CURTAIN TRACKS

最高の利便性と使いやすさから､サイレントグリスの電動カーテンレー
ルをお選びいただいています。幅広い制御オプションを取り揃えてお
り、ボタンひとつでカーテンの開閉が可能です。スマートフォンまたは
タブレットを通じてカーテンレールにアクセスすることも可能です。ホ
ームオートメーションやビルオートメーションのシステムとも簡単に組
み合わせることができます。





WAVE – THE REINVENTION OF THE CLASSIC CURTAIN 

静寂と調和を放ちウェーブを保つことができるのはサイレントグ
リスのカーテンだけです。 従来のカーテンを印象的でモダンなデ
ザインのカーテンに変える、独自のカーテンヘディングシステム。 

Waveはレール内に組み込んだグライダーを連結しているコードに
よって作られた現代的なデザインを特徴としています。 その結果
カーテンが閉じていても開いていてもきれいな折り重なりを保ち、
連続的な「ウェーブ」効果が得られます。

Technique and fabric –  
the flawless combination

THE COLLECTION – FROM SILENT GLISS 

サイレントグリスのファブリックコレクションは質感と技術的な
機能性の両方に配慮することで、他社製品との差別化をはかって
います。当社では多様なファブリック、スタイル、カラーを取り
揃え、ウィンドウトリートメントシステムすべてにおいて、機能
とデザインのバランスを調和します。また、音響性能、優れた照
明管理、環境配慮、防炎性能など、特殊な機能性を備えたファブ
リックも取り扱っており､当社の全てのシステムで様々な実証テス
トを行っています。 このように多くのバリエーションの中から、
お客様のニーズに完璧に適したファブリックを確実に見つけてい
ただくことができます。

  サイレントグリスのオンラインファブリック検索をご利 
 用ください。

Different track designs  
for different tastes
サイレントグリスのカーテンレールシリーズでは様々
な形状やサイズを取り揃え、どんなデザインの室内に
も問題なく合わせることができます。

SIZE OPERATION TRACK DESIGNS

S
手引

    
紐引


電動

      


M
手引

    
紐引

 
電動

      


L
手引


紐引


電動

      


S 小規模用途（小窓、住居向き）
M 中規模用途（中型窓、住居およびオフィス向き）
L  大規模用途（大型窓、ステージカーテン、オフィス、公共施設向き）

  サイレントグリスのオンライン製品検索をご利用ください。



The Architects of Silence

Silent Gliss is the leading global supplier of premium interior 
window treatment systems.
With cutting edge technology and a relentless commitment to 
precision, we develop and manufacture the world’s quietest, 
smoothest-gliding curtains and blinds.

Driven by our customers’ needs, Silent Gliss provides bespoke 
curtain and blind systems complemented by expert technical 
advice, installation and support services. Silent Gliss stands for 
innovative solutions, exceptional design and outstanding quality.
Swiss engineered since 1952.
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Silent Gliss Corporation
4F Sanko Bldg.
9-9 Yotsuyasakamachi, 
Shinjuku-ku
160-0002 Tokyo
Japan
T Tokyo 03 3350 4809
T Osaka 06 6626 2810
salestokyo@silentgliss.co.jp
salesosaka@silentgliss.co.jp

silentgliss.co.jp


