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株式会社パワーシステム建築部様          ※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。 MK05180408-4 

下記のサッシからプランニングお願いします 

シャッター付引違いテラス戸［スチール手動］ 引違いテラス戸 

縦すべり出し窓 
（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ） 

ＦＩＸ窓 

◆面格子付サッシ［小窓タイプ］ 

ラチス面格子付 引違い窓 

高所用すべり出し窓 
（高窓用オペレーター仕様） 

すべり出し窓 
（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ） 

シャッターサッシ［腰窓タイプ］／上げ下げ窓 

シャッター付引違い窓［スチール手動］ 

上記明細・サイズ以外は全てオプションとなります。 

03603(W365xH300) 
03605(W365xH500) 
03607(W365xH700) 
06003(W600xH300) 
06005(W600xH500) 
06007(W600xH700) 

03603(W365xH300) 
03605(W365xH500) 
06003(W600xH300) 
06005(W600xH500) 

02609(W260xH  900) 
02611(W260xH1100) 
02613(W260xH1300) 
03609(W365xH  900) 

幅  036(W365) 
060(W600) 

高さ 07(H700) 
09(H900) 

11(H1100) 
13(H1300) 
15(H1500) 

1F  :16020(W1600xH2000) 
2・3F:16018(W1600xH1800) 

      合計で3ヶ所 

3F:16518(W1650xH1800) 
                        1ヶ所 

16009(W1600xH900) 06005(W600xH500) 
06007(W600xH700) 

 計2ヶ所 
※格子はヒシクロスのみです。 

片上げ下げ窓 

02607(W260xH700) 
03607(W365xH700) 
06007(W600xH700) 

面格子付 面格子無 

の組合せ寸法が可能です。 

内倒し窓 
たてスリット 
ＦＩＸ窓 

たてスリット 
すべり出し窓 

横スリットFIX窓 

横スリットすべり出し窓 

03603(W365xH300) 
03605(W365xH500) 
03607(W365xH700) 
06003(W600xH300) 
06005(W600xH500) 
06007(W600xH700) 

02109(W250xH  900) 
02111(W250xH1100) 
02113(W250xH1300) 
02115(W250xH1500) 

119018(W1195xH183) 
160018(W1600xH183) 

装飾窓 

◆３Ｆ非常進入口サッシ ◆シャッター付サッシ［掃き出し窓］ 

国土交通大臣認定 防火設備  

防火窓Ｇシリーズ アルミ樹脂複合ＮＥＯ  

内観色 

ブラウン 

（B1） 
カームブラック 

（B7） 

プラチナステン 

（H2） 
ホワイト 

（YW） 

ブラウン 

（B1） 
カームブラック 

（B7） 
プラチナステン 

（ET） 
ホワイト 

（YW） 

ブラウン 

（B1） 
カームブラック 

（B7） 
プラチナステン 

（H2） 
ピュアシルバー 

（S1） 
ホワイト 

（YW） 

クリア 

（CD） 
ナチュラル 

（CE） 
ダークブラウン 

（CM） 
ホワイト 

（YW） 

内観色 

外観色 

外観色 

●カラーバリエーション 

内外別色 

内外同色 

※5月発売予定 ※5月発売予定 

アルミ窓から、“あたらしい アルミ樹脂複合窓”に進化した防火窓Ｇシリーズ アルミ樹脂複合ＮＥＯ 

室内側 
樹脂 

室外側 
アルミ 

断熱性能が飛躍的に向上！ 

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた 
『樹脂』 のメリットをプラス 

防火と断熱を兼ね備えた高性能ガラス 

室外側網入ガラス６.８mm、室内側にLow-Eガラスの組合せを採用。 
熱の出入りを軽減し、火災時の延焼を防止します。 

アルゴンガスで断熱性アップ 

複層ガラスに気体の断熱材ともいわれるアルゴンガスを注入した仕様で、 
断熱性能をさらに向上します。 

■ガラス別結露低減効果比較（当社解析結果による） ［室内側条件］ 温度：20℃/湿度：60％ 

●Ｌｏｗ－Ｅ網入 複層ガラス (断熱タイプ・ガス入) 

室外側 

室内側 

Ｌｏｗ‐Ｅ金属膜 

室外側ガラス 
網入り６．８mm 

空気層 
アルゴンガス 

室内側ガラス 

※シャッター付引違い窓のガラスは、網なしの硝子となります。 

（注）サッシ寸法に関しては、現場等の納まりで変更となる可能性が有ります。 

●窓セット数は、合計１８セットまで＋玄関ドア１セットとします。 

●シャッター付テラス戸は、３セットまでとします。 

●３階建ての非常進入口用窓は、１セットとします。 

●連窓・段窓は、対応不可となります。 

●ガラスの種類はテラス戸は、透明ガラス・それ以外は型ガラスとします。 

●面格子のデザインは、ラチスのみとなります。 

●建築確認申請後の窓種変更は、設計事務所にご確認ください。費用が発生する場合がございます。 

仕様明細 

腰窓・上下窓合計で 3ヶ所 


	LIXILサッシ
	plus　ECO　LI XIL　プレゼン一式

	YKKサッシ
	plus　ECO　panasonic　プレゼン一式


