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樹脂製窓 プラマードＨ

□ ホワイト □ ブラウン □ ブラック□ プラチナステン

外観色〈４色〉

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス 〈断熱タイプ〉

□ ブロンズ □ ブルー □ ニュートラル

反射

透過

※透過光と反射光で色調が異なって見える場合があります。

反射

透過

反射

透過 アルゴンガス入

室内側に太陽光を取込み、暖房熱を外へ逃がしません。室内側ガラスをＬｏｗ-Ｅ金属膜でコーティングする
ことによって暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない寒冷地に最適の高断熱タイプの複層ガラスです。

樹脂スペーサー

内観色

ホワイト

数多くのご採用を頂いたプラマードⅢが更にアップグレードしました。

ワンランク上の断熱性が快適な住まいをサポートします。

Ｌｏｗ-E金属膜
室内側ガラスにＬｏｗ-E金属膜を
コーティングすることにより、
室内に暖かい太陽光を取込み、
暖房などの熱を逃しません。

アルゴンガス充填
ガラスの間には、空気よりも熱伝導率の
低いアルゴンガスを注入し、
断熱性能を高めています。

中空層１６mm

◆ ガ ラ ス ◆ 網 戸

◆ カラーバリエーション

安全性に配慮したループレス仕様。
１本ひもだから見た目もスッキリ、ひもを引く
だけの簡単操作です。

□ 横引きロール網戸 ＸＭＹ □ 上げ下げロール網戸 ＸＭＷ

ツマミを上げるだけの
ワンアクションで
自動収納されます。

■快適お掃除

収納できるので、ネットが汚れ
にくくなります。ケースカバーを
開くことでネットの室外側も
お掃除できます。

可動桟全体が自然に落ち込み、
ツメにひっかかり固定されます。

■閉めるとき

■開けるとき

■クリップ機能付き引手

引手をたてレールに固定
できます。

■快適お掃除

収納できるので、ネットが汚れ
にくくなります。ケースカバーを
開くことでネットの室外側も
お掃除できます。

■ＹＫＫ ＡＰならではの防虫構造

ネット上下端部はファスナー仕様。
ネット枠からはずれにくく、
虫がくぐり抜けるようなすき間が
できません。

↑

横引きで開閉らくらく。ワンアクションの簡単操作で
開閉できます。スッキリ収納で開放感アップ！

■ＹＫＫ ＡＰならではの防虫構造

ネット上下端部はファスナー仕様。
ネット枠からはずれにくく、
虫がくぐり抜けるようなすき間が
できません。

[窓の断熱性能]

※たてすべり出し窓+FIX連窓
[16513サイズ：Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス85%封入

樹脂スペーサー仕様]

（試験方法 / JIS A 4710:2015に準じた試験値）

[ガラスの断熱性能]

Ｕ値：１.３４（W/㎡・K）

※ガラス中央熱貫流率はニュートラル色・アルゴンガス85%封入。
（試験方法 / JIS R 3107に準じた試験地）

（室内側）（室外側）

ガラスの中央熱貫流率

１.２（W/㎡・K）

商品の表示ラベルで使い方・お手入れ方法がわかります。

スマートフォンやタブレット端末などで読みとると、
その場ですぐにその商品の使い方などが確認できます。

※スマートフォンやタブレット端末などの通信料はお客様のご負担となります。
※機種によっては、正常に表示されない場合があります。

２０２２年度版標準仕様

2022年5月
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プラチナステン

単窓

●外観色
Color 

variation
ホワイト●内観色

素材はあたたかい感触の樹脂製。
握りやすく、操作しやすい形状です。

９０°近くまで開くため､
ガラス外面のお掃除も
簡単です。

グレモンハンドル ガラス面清掃 [たてすべり出し窓]

障子が完全に閉まっていないと
クレセントがかからないため、
施錠状態が確認できます。

空かけ防止クレセント [引違い窓]

◆ ディテール

ひと目で施解錠状態が確認
できる配慮がしてあり、
安全性・防犯性を高めています。

二重ロック開閉ボタン［開き窓系］

ワンタッチ式の補助錠を標準装備し、
防犯面にも配慮しています。

引違い窓

補助錠

片開きドア・テラスドア

全半開部品 [すべり出し窓] ※サイズ限定

ツマミの操作で窓の開きが有効開口
約１１０ｍｍ以下で止まります。

すべり出し窓
すべり出し窓（大型ヒンジ仕様）

[たて枠取付]
04609、06009、06909、07409、
大型ヒンジ仕様06011、07411サイズ

[下枠取付]
大型ヒンジ仕様096096、116116、
11909、11911サイズ

ウインスター

セカンドドア(ドアクローザー仕様) テラスドア

たてすべり出し窓

すべり出し窓

ＦＩＸ窓

２連窓 ３連窓

単窓

２連窓

３連窓

大型ヒンジ仕様

片開きドア

２連窓 ３連窓単窓中桟無中桟有中桟無中桟有

引違い窓

半外付け 両袖引違い窓

高所用換気窓

すべり出し窓タイプ
＋電動ユニット

すべり出し窓タイプ
＋高窓用オペレーター

外倒し窓

たてすべり出し窓
ＦＩＸ＋段窓

段窓 固定網戸

スライド網戸

固定網戸

スライド網戸

網戸なし

外開き窓

２連窓 ３連窓単窓

上げ下げロール網戸

ホワイト ブラックブラウン

スライド網戸 横引ロール網戸 上げ下げロール網戸 固定網戸内開き網戸

室
外
側
に
取
付

室
内
側
に
取
付

引違い窓

スクエアすべり出し窓

〈
網
戸
色
〉
窓
内
観
と
同
色

網 戸

※ 網戸表記のない窓種は、
[横引きロール網戸][上げ下げロール網戸]どちらかお選びいただけます。

〈
網
戸
色
〉
窓
外
観
と
同
色

両開き窓

段窓

スクエアＦＩＸ窓

横スリットＦＩＸ窓

たてスリットＦＩＸ窓

単窓

３連窓

２連窓

上げ下げロール網戸 内開き網戸

網戸なし

網戸なし

網戸なし

たてスリットすべり出し窓
スクエアすべり出し窓

横スリットすべり出し窓 単窓

内開き網戸

網戸なし

単窓 ＦＩＸ＋ＦＩＸ 段窓

網戸なし

内開き網戸

高所用換気窓

網戸なし

※オプション設定

※オプション設定

２０２２年度版標準仕様樹脂製窓 プラマードＨ
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数多くのご採用を頂いたプラマードⅢが更にアップグレードしました。

ワンランク上の断熱性が快適な住まいをサポートします。

Ｌｏｗ-E金属膜
室内側ガラスにＬｏｗ-E金属膜を
コーティングすることにより、
室内に暖かい太陽光を取込み、
暖房などの熱を逃しません。

アルゴンガス充填
ガラスの間には、空気よりも熱伝導率の
低いアルゴンガスを注入し、
断熱性能を高めています。

中空層１６mm

[窓の断熱性能]

※たてすべり出し窓+FIX連窓
[16513サイズ：Low-E複層ガラス ブルー・アルゴンガス85%封入

樹脂スペーサー仕様]

（試験方法 / JIS A 4710:2015に準じた試験値）

プラマードⅢと比べて

約２％
性能向上

従来と比べて

約８％
性能向上

Ｕ値：１.３４（W/㎡・K）

[ガラスの断熱性能]

※ガラス中央熱貫流率はニュートラル色・アルゴンガス85%封入。
（試験方法 / JIS R 3107に準じた試験地）

（室内側）（室外側）

ガラスの中央熱貫流率

１.２（W/㎡・K）

従来のニュートラル

（室内側）（室外側）

１.３（W/㎡・K）

現在のニュートラル

断 熱

熱を“逃がさない”

Low-Eガラス（断熱タイプ）が有効！

冬、冷え込みが厳しく寒い北海道には

優れた断熱性能が、
室内からの熱の移動を抑え暖房効果を
高めます。

種類 ガラスカラー 見え方
（反射）

基 本 性 能

熱貫流率 日射熱取得率 可視光反射率 紫外線カット率

Ｌｏｗ－Ｅ

複層ガラス
３＋Ａ１６＋３

ブロンズ
・断熱性が最も高い
・（日中）反射して外部から
見えにくい
・温かさを表現できる色

１．２ ０．４４ ２２．５ ５１．５

ブルー
・断熱性が高い
・紫外線をカットし、フロアや
家具の色褪せを防止
・涼しげな印象を与える色

１．２ ０．４５ ２２．２ ７６．３

ニュートラル
・冬場、暖かい太陽熱を
たくさん取り入れる
・無色に近く、様々な外壁や
サッシに合う色

１．２ ０．６２ １１．１ ６７．７

ガラス選びのポイント
数値が小さいほど
断熱性能が
優れます

数値が大きいほど
太陽熱を
取り込みます

数値が大きいほど
光を反射します

数値が大きいほど
紫外線を
通しません

２０２２年度版標準仕様

アルゴンガス入

樹脂スペーサー

樹脂製窓 プラマードＨ
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□ ホワイト □ ブラウン

外観色〈４色〉 内観色〈２色〉

□ ホワイト

◆ カラーバリエーション

□ プラチナステン

[ＡＰＷ４３０]
平成２６年度
省エネ大賞受賞[ＡＰＷシリーズ]

2011年
グッドデザイン賞受賞

□ 横引きロール網戸 ＸＭＹ

◆ 網 戸

◆ 網戸ネット

□ ブラックネット

□ クリアネット

小さな虫も入りにくい！ 掃除もさらに手軽に！

この隙間に埃がたまりやすい

通風量約１.２倍！

隙間なし

横引きで開閉らくらく。ワンアクションの簡単操作で
開閉できます。スッキリ収納で開放感アップ！

ツマミを上げるだけの
ワンアクションで
自動収納されます。

■快適お掃除

収納できるので、ネットが汚れ
にくくなります。ケースカバーを
開くことでネットの室外側も
お掃除できます。

可動桟全体が自然に落ち込み、
ツメにひっかかり固定されます。

■閉めるとき

■開けるとき
↑

ブラックネット クリアネット

背景がクリアに見えて部屋に
開放感が生まれます。

線径0.28㎜

線径0.22㎜

□ 日射取得型［シングルＬｏｗ－Ｅ］

トリプルガラスの外側２枚をＬｏｗ－Ｅガラスにすることで、
断熱を重視するタイプ。

トリプルガラスの室内側をＬｏｗ－Ｅガラス
にすることで、日射を有効利用するタイプ。

※透過光と反射光で色調が異なって見える場合があります。

□ 日射遮蔽型［ダブルＬｏｗ－Ｅ］

□ ブロンズ □ ブルー□ ニュートラル□ ニュートラル

透過

反射

透過

反射

透過

反射

透過

反射

◆ ガ ラ ス（トリプルガラス）

※透過光と反射光で色調が異なって見える場合があります。

□ ブラック

[ＡＰＷ４３０]
平成２７年度
北国の省エネ・
新エネ大賞受賞

中空層１６ｍｍ

樹脂スペーサー

アルゴンガス

ダブルＬｏｗ－Ｅ膜
(日射遮蔽型の場合)

－ 世界トップクラスの断熱性能と、先進の機能・デザイン －

外の冷たい空気を室内に伝えにくく、室内の暖かさを逃がさない！
窓の表面温度差を小さくすることで窓辺の結露を抑制します。
一年中快適な環境に！

断熱 防露

防音

省エネ

[スマートデザイン]
室外側からハンドルが見えにくい
すっきりとした外観デザイン

[スリムフレーム]
ガラス面積を大きく取れる
スリムなフレーム

[ラウンド形状]
ホコリがたまりにくく
お掃除も簡単

高い遮音(防音)性能により、
静寂な室内環境を提供します。

高性能トリプルガラスを採用した、
世界トップクラスの樹脂窓

□ ブラック

※内観色がブラックの場合、外観色はブラックのみの設定となります。

※ツーアクション窓、大開口スライディングは内観色ブラックの設定はありません。

オプション

ボールチェーンを引くだけのかんたん操作で、
スムーズに開閉できます。

□ 上げ下げロール網戸 ＸＭＷ

■ループレス仕様

■快適お掃除

収納できるので、ネットが汚れ
にくくなります。ケースカバーを
開くことでネットの室外側も
お掃除できます。

安全性に配慮した１本ひも。
たてレールに固定できる、
便利なクリップ機能付き引手。

71%

66%

高性能トリプルガラス樹脂窓ＡＰＷ４３０ ２０２２年度版オプション
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ホワイト ブラウン ホワイト●外観色 ●内観色プラチナステン

◆ ディテール

Color variation ブラック

ヒンジのストッパー解除
ツマミを押すと、窓を
約６０°開くことができ、
室外側の清掃ができます。

■たてすべり出し窓 ■すべり出し窓

窓を９０°開くことで、
室外側のガラス面の
清掃ができます。

お掃除のしやすさグレモンハンドル セーフティストッパー(たてすべり出し窓) 

強い引き寄せ効果で気密性を
高めたハンドルです。
外部から見えにくくすることで
防犯性や外観意匠を高めました。

サブロック(すべり出し窓)    

障子の開き過ぎを防止する
セーフティストッパーを標準装備。
換気時のあおり止めなどにも有効です。

サムターン式のサブロック。
グレモンハンドルと
合わせて施錠することで、
防犯性を高められます

※高さ(Ｈ)=770㎜未満には付きません。
※防犯機能はありません。 ※高さ(Ｈ)= 771㎜以上

幅(Ｗ)=1,235㎜以上には付きません。

ディンプルキー／サムターン(勝手口ドア)

優れた耐ピッキング性能
で複製が困難なキーです。

室内側、グレモンハンドルの
上下２ヶ所に取付けられた
回転式のツマミです。
グレモンハンドルとあわせて
施錠することで防犯性能を高
められます。たてすべり出し窓

すべり出し窓

開き窓テラス/

テラスドア/

勝手口ドア

たてすべり出し窓 すべり出し窓 ＦＩＸ窓 ツーアクション窓(内倒し・内開き)

※網戸は専用可動網戸となります(クリアネット仕様)

サイズＷ1,200×Ｈ1,200※網戸は上げ下げロール網戸または
横引ロール網戸（両引きタイプ）となります

引違い窓テラス戸

引違い窓

※本体仕様選択

引違い窓
２枚建 単窓 2連窓

３連窓・ウインドキャッチ連窓

段窓

たてスリットすべり出し窓

単窓

段窓

横スリットすべり出し窓

2連窓

３連窓

単窓 2連窓 段窓

３連窓

引き違いテラス戸
２枚建

テラスドア

単窓 ２連窓 ３連窓

勝手口ドア

中桟無 断熱腰パネル付

※内外観ブラック色の設定はありません。

引違い窓
４枚建

引き違いテラス戸
４枚建

開き窓テラス

単窓 ２連窓 ３連窓

ブラック

※内観色がブラックの場合、外観色はブラックのみの設定となります。

横スリットすべり出し窓

スライド網戸

スライド網戸

スライド網戸 スライド網戸

大開口スライディング

偏芯タイプ 均等タイプ

※内外観ブラック色の設定はありません。

スライド網戸 スライド網戸

内開き網戸

オプション

高性能トリプルガラス樹脂窓ＡＰＷ４３０ ２０２２年度版オプション



※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

ＥＷ／高性能樹脂窓


