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※各パーツは、 必要数以上入っている場合がありますが、

予備パーツですので上記パーツリストの数量以上使用しません。

東京マルイ  Glock 用スライド共通 付属パーツ組み込み方法
DETONATOR

②エキストラクターの組込み

①スライドストップノッチ

E

パーツリスト

A, エキストラクター ×1 個
B, エキストラクタープランジャー ×1 個
C, エキストラクターマグネット ×1 個
D, スライドストップノッチ強化パーツ ×1 個
E, 極低頭ネジ M2.6×5 ×1 個
F, イモネジ M2.6×8 ×1 個
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スライドストップノッチのめくれ防止の為、①の赤丸
の形状が純正と異なり、 スライドをフレームに組み
込む際、②の赤丸部分と干渉してしてしまいます。
その為、 純正と同じ方法ではスライドを組み込む
事が出来ません。

※エキストラクタープランジャー (B） は、 スライドに組み込まれ
ている場合があります。

スライドストップノッチ強化パーツ (D) をはめ込み、
ネジ (E） で固定します。
このネジは最後まできっちり締め込んだ上で、
ネジロック等で緩まない様に固定して下さい。

エキストラクタープランジャー （B） をスライドに
固定します。

エキストラクター前 （A） を上記写真の位置に置き
ます。 その後、 赤色の部分にエキストラクター
マグネット （C) を置きます。 
（磁力で、 張り付きますので接着は不要です）

赤丸の部分にネジ （F) を入れ、 きっちり最後まで
締め込めこんでください。

右上側へ続く

左下よりの続き

④スライド組み方 /外し方

③スライドの動きが悪い時は

組込み本体との相性により、 作動が悪い場合が
あります。 その際は、 赤色の部分を 0.3 ～ 0.5mm
ヤスリ等で削って下さい。

① ②

③

※このネジは、 赤丸の穴から飛び出すことはありません。
飛び出す場合は、 エキストラクターの位置が正規の位置にある
かどうか、 上記写真を参考に確認をしてみてください。

ブリーチを通常通り組み上げれば、 固定されます。

※緩んだ状態で作動させた場合、 作動不良やスライドの破損に
つながる恐れがあります。

※エキストラクター後 （A） とエキストラクターマグネット （B）
は、 袋から出した時は磁力で張り付いていますが、 剥がして
から作業を行って下さい。

※既に、 スライドに固定されている場合もあります

ブリーチをスライドに組み込みます。
セレクターレバー (#18C-5) とセレクター
ストッパー (#18C-22) は使用しません。

使いません。

「インナーセレクター用パーツ」

パーツ B の z に穴があります。

③で組み込んだパーツを入れます。

A B C

パーツ A を押さえながら、 ネジ (#18C-22)

で固定します。

⑤インナーセレクターセレクター組み込み
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押すと、 セミオート

になります。
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パーツ C ( スプリング） の ｆ を図②
のようにパーツ A の穴に通します。
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パーツ A を B 方向

押すと、 フルオート

になります。
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1、③の様に、 スライドを斜め方向 ( 矢印Ａ方向 ) にフレーム後部
　　のレールあわせ、 スライドさせます。
2､ 丸印Ｂの部分と矢印Ｃの部分が①の位置に来たらスライドを
　　下ろし ( 矢印Ｄ方向 )、 フレームに乗せます。
3､ スライドを④矢印Ｅ方向に引くことにより、 固定されます。
4､ 分解の際は、 上記手順と逆の手順で行って下さい。 ④

「セミオート」

「フルオート」

※1　パーツ B は、 現行仕様では黒色になっています

※1
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A, Extractor screw×1
B, Front sight washer×1
C, Extractor spring×1
D, M2.6×8 screw×3
E, Slide release notch reinforce plate×1

Part ‘B’ use for fix front sight. Put part ‘B’ on
the bottom of front sight(See picture 2.a) and no 
need to use grew to fix it. Then install the front 
sight with part ‘B’ into slide. You may need to 
use plastic hammer to make it in position because
it is tight. Pay attention not to damage your slide 
when you use hammer.

Screw part ‘E’ by part ‘D.(See picture 3.a)
We recommend to use screw locking grew.

Put the part ‘C’ on the extractor.
(See picture 1.a)

※ Parts list shows all parts we need for

    assembly.The surplus is spare.

WE M&P slide Installation Manual
DETONATOR

Instaal extractor into slide and use part ‘A’ 
to fix.(See picture 1.b)

②Front Sight

③Slide Release
①Extractor 

E

2014/02/03

Parts List

1.aC

A

1.b

2.a

3.aD

E

ENTENCo.,Ltd.

B

A B

C

D

A, Extractor screw×1
B, Front sight washer×1
C, Extractor spring×1
D, M2.6×8 screw×3
E, Slide release notch reinforce plate×1

Part ‘B’ use for fix front sight. Put part ‘B’ on
the bottom of front sight(See picture 2.a) and no 
need to use grew to fix it. Then install the front 
sight with part ‘B’ into slide. You may need to 
use plastic hammer to make it in position because
it is tight. Pay attention not to damage your slide 
when you use hammer.

Screw part ‘E’ by part ‘D.(See picture 3.a)
We recommend to use screw locking grew.

Put the part ‘C’ on the extractor.
(See picture 1.a)

※ Parts list shows all parts we need for

    assembly.The surplus is spare.

WE M&P slide Installation Manual
DETONATOR

Instaal extractor into slide and use part ‘A’ 
to fix.(See picture 1.b)

②Front Sight

③Slide Release
①Extractor 

E

2014/02/03

Parts List

1.a C

A

1.b

2.a

3.a D

E

ENTEN Co.,Ltd.

B


