
フレミングＪ －非防火－ 樹脂アングルサッシ

カ ラ ー バ リ エ ー シ ョ ン

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

結露⽐較
⼀般サッシフレミングＪ

アングル部にほとんど
結露は⾒られません。

アングル部に
結露が⾒られます。

基本性能

「フレミングＪ」 は
優れた防露性能が結露を減らし、
快適な住まいを保ちます。

■基本性能

耐⾵圧性能 ：Ｓ-３
気密性能 ：Ａ-４
⽔密性能 ：Ｗ-４
遮⾳性能 ：住宅性能表⽰ ⾳環境 透過損失等級

（外壁開⼝部） 等級２
※住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります）。

※引違い窓の場合はＷ-３

断熱性能：「試験または計算による開⼝部の熱貫流率」については、
当社ホームページ（http://www.ykkap.co.jp/）内のビジネス向けページを
ご確認ください。また、「平成28年省エネルギー基準建具とガラスの組合せによる
開⼝部の熱貫流率について」は、カタログをご確認ください。

※【平成28年省エネルギー基準】
「建具とガラスの組合せによる開⼝部の熱貫流率
⾦属製建具+Low-E複層ガラス（中空層10mm以上）」
国⽴研究開発法⼈建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に
準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報（住宅）」による。

：３.４９W/（㎡・K）熱貫流率

※ダブルガラスルーバー窓・⾯格⼦付ダブルガラスルーバー窓・出窓シリーズアルミ樹脂複合障⼦を除く。
注1）:「ガス」とは、アルゴンガス⼜は熱伝導率がこれと同等以下のものをいう。 注2）:丸FIX窓を除く。

ガス 注1）の封⼊ 中空層の厚さ 付属部材なし シャッター・⾬⼾付 和障⼦ ⾵除室あり
8mm以上 3.49 3.04 2.82 2.59

4mm以上8mm未満 4.07 3.49 3.21 2.90
10mm以上 3.49 3.04 2.82 2.59

5mm以上10mm未満 4.07 3.49 3.21 2.90されていない
LowｰE複層ガラス⾦属製建具

建具の仕様 ガラスの仕様 中空層の仕様 開⼝部の熱貫流率　W/(m2・K)

されている 注2）

付属部材なし 和障⼦ 外付けブラインド ※1

⽇射取得型 0.51 0.30 0.12 ・LowｰE複層ガラス（断熱タイプ）ニュートラル

⽇射遮蔽型 0.32 0.21 0.09 ・LowｰE複層ガラス（断熱タイプ）ブルー/ブロンズ
・LowｰE複層ガラス（遮熱タイプ）ブルー

熱線反射ガラス１種 0.49 0.26 0.11 ー
熱線反射ガラス２種 0.30 0.19 0.08 ー
熱線反射ガラス３種 0.13 0.10 0.05 ー

熱線吸収板ガラス２種 0.42 0.22 0.10 ー
0.63 0.30 0.14 ・⼀般複層ガラス
0.63 0.30 0.14 ・ダブルガラスルーバー窓

ＹＫＫＡＰ製ガラス

複層ガラス
単板ガラス２枚を組合わせたもの 注1）

遮熱複層ガラス

（⼆層）
複層

ガラスの仕様

　　　　　　・⽊と⾦属の複合材料製建具
　　　　　　・樹脂と⾦属の複合材料製建具
　　　　　　・⾦属製熱遮断構造建具
　　　　　　・⾦属製建具

開⼝部の⽇射熱取得率 η

LowｰE複層ガラス

注1）:「単板ガラス2枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする。
※1:YKKAP製品では、多機能ルーバー（アルミルーバー）、X-BLINDが適合します。

引違い窓（２枚建）

【商品ラインアップ】
⾯格⼦付引違い窓 通⾵ドア

横格⼦

ウインスターシリーズ

横スリットFIX窓

たてスリット
すべり出し窓

たてスリット
ＦＩＸ窓

スリット
上げ下げ窓

たて格⼦

たてすべり出し窓

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ仕様

すべり出し窓

ｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾊﾝﾄﾞﾙ仕様

内倒し窓

⾯格⼦付

ｶﾞﾗｽﾙｰﾊﾞｰ窓

⾯格⼦付

ＦＩＸ窓 ⽚上げ下げ窓

⾯格⼦付

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス （遮熱タイプ）

遮 熱 ⾼断熱 ⾼防露 ＵＶカット

室外側ガラスを
Low-E⾦属膜で
コーティングし、
太陽の熱線を
約５０％カット。
冷房効果を⾼め、
⻄⽇対策や
紫外線による室内の
⾊褪せ防⽌になります。

中空層
Low-E⾦属膜

ガラス

乾燥剤
スペーサー

室外側

室内側

樹脂アングル枠

※室内クロスや、⽊額縁と直に接する
アングル部を樹脂にすることによって、
結露の発⽣を抑制します!!

「フレミングJ」は、結露に強い樹脂アングルを採⽤。
温度差から発⽣する結露を減らし、汚れの進⾏や
アレルギーの原因となるカビやダニを抑制。
窓周辺の内装材の傷みを防ぎ、快適で健康な
住まいに保ちます。

構造（引違い窓）

【シャッター付引違い窓】
■ロック機構
施錠
シャッターを全閉すると、
座板に設置された錠が
⾃動施錠されます。

解錠
座板にある操作レバーを
横⽅向に伸ばすことで
左右どちらの障⼦を開けても
シャッターを押し上げ
開錠することができます。

■操作ロープを標準装備
操作ロープを引っ張ることでもシャッターの開閉が⾏えます。
操作ロープを使えば、⾼い位置にあるシャッターも簡単に降ろせます。
また、シャッターを開ける際も操作ロープを引くだけで解錠できますので、
⽴ったままでも操作できます。 操作ロープはマグネット付のため、使⽤しない時は
スラットに装着しておけます。

ブルー

反射

透過

M190829D ※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。

⾼所⽤すべり出し窓

⾼窓⽤ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ



国土交通大臣認定 防火設備 防火窓Ｇシリーズ アルミ複層

基本性能

⼗分な基本性能を確保し、
住まい全体の快適性を⽀えます。

■基本性能

耐⾵圧性能 ：Ｓ-３

気密性能 ：Ａ-４

⽔密性能 ：Ｗ-４

遮⾳性能 ：住宅性能表⽰ ⾳環境 透過損失等級
（外壁開⼝部） 等級２ ※住宅型式性能認定による。

注1）:「ガス」とは、アルゴンガス⼜は熱伝導率がこれと同等以下のものをいう

当⼀覧表は、国⽴研究開発法⼈建築研究所ホームページ内
「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する
技術情報（住宅）」に準じています。

ガス 注1）の封⼊ 中空層の厚さ 付属部材なし シャッター・⾬⼾付 和障⼦ ⾵除室あり
8mm以上 3.49 3.04 2.82 2.59

4mm以上8mm未満 4.07 3.49 3.21 2.90
10mm以上 3.49 3.04 2.82 2.59

5mm以上10mm未満 4.07 3.49 3.21 2.90
10mm以上 4.07 3.49 3.21 2.90

6mm以上10mm未満 4.65 3.92 3.60 3.18

開⼝部の熱貫流率　W/(m2・K)

されている

複層ガラス ―

されていない
LowｰE複層ガラス

ガラスの仕様 中空層の仕様

付属部材なし 和障⼦ 外付けブラインド ※1

⽇射取得型 0.51 0.30 0.12 ・LowｰE複層ガラス（断熱タイプ）ニュートラル

⽇射遮蔽型 0.32 0.21 0.09 ・LowｰE複層ガラス（断熱タイプ）ブルー/ブロンズ
・LowｰE複層ガラス（遮熱タイプ）ブルー

熱線反射ガラス１種 0.49 0.26 0.11 ー
熱線反射ガラス２種 0.30 0.19 0.08 ー
熱線反射ガラス３種 0.13 0.10 0.05 ー

熱線吸収板ガラス２種 0.42 0.22 0.10 ー
0.63 0.30 0.14 ・⼀般複層ガラス
0.63 0.30 0.14 ・ダブルガラスルーバー窓

ＹＫＫ ＡＰ製 ガラス

複層ガラス
単板ガラス２枚を組合わせたもの 注1）

遮熱複層ガラス

（⼆層）
複層

ガラスの仕様

　　　　　　・⽊と⾦属の複合材料製建具
　　　　　　・樹脂と⾦属の複合材料製建具
　　　　　　・⾦属製熱遮断構造建具
　　　　　　・⾦属製建具

開⼝部の⽇射熱取得率 η

LowｰE複層ガラス

注1）「単板ガラス2枚を組み合わせたもの」は、中間部にブラインドが設置されたものを含むものとする
※1:YKK AP製品では、多機能ルーバー（アルミルーバー）、X-BLINDが適合します。

［開⼝部の仕様別熱貫流率（平成28年省エネルギー基準･⽊造）］

※遮炎性能を有する防⽕設備（遮炎時間20分間）の国⼟交通⼤⾂認定品となります。
※建築基準法第2条九号のニ/ロ。

防⽕性能 ：遮炎性能を有する防⽕設備

［開⼝部の仕様別⽇射熱取得率（平成28年省エネルギー基準・⽊造）］
当⼀覧表は、国⽴研究開発法⼈建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の
評価に関する技術情報（住宅）」に準じています。

空か け防⽌ ク レ セ ン ト
障⼦が完全に閉まった状態でなければクレセントが回らないため、空かけを防⽌します。

解錠時 施錠時

障⼦が完全に閉まるとトリガーがクレセント受けに当たり、
施錠が可能になります。

クレセント受け

トリガー

カ ラ ー バ リ エ ー シ ョ ン

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

ブルー

反射

透過

⾼断熱防 ⽕ ⾼防露 UVカット
室外側

室内側ガラス

中空層

乾燥剤
スペーサー

Low-E⾦属膜

網⼊ガラス(6.8ミリ)

室内側

網⼊Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス

防⽕地域の建物に
使⽤される⼀般的な
ガラスです。
網⼊ガラスは
熱で割れても脱落せず、
炎を侵⼊させません。

アルミ複層障⼦
ガラス溝幅２６mm

網⼊
複層ガラス

樹 脂

アルミ

⼗分な基本性能を確保し、
住まい全体の快適性を⽀えます。

網⼊複層ガラス仕様（透明・型）

※実際の断⾯構造とは異なります。

引違い窓（２枚建）

【商品ラインアップ】
⾯格⼦付引違い窓 勝⼿⼝ドア

上げ下げ通⾵仕様
横格⼦

横スリット

横スリットFIX窓

たてスリット
すべり出し窓

たてスリット
ＦＩＸ窓

たて格⼦

たてすべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

内倒し窓

⾯格⼦付

ＦＩＸ窓 ⽚上げ下げ窓

⾯格⼦付

【シャッター付引違い窓】
■ロック機構
施錠
シャッターを全閉すると、
座板に設置された錠が
⾃動施錠されます。

解錠
左右どちらの障⼦を開けても
シャッターを押し上げ
開錠することができます。

■操作ロープを標準装備
操作ロープを引っ張ることでもシャッターの開閉が⾏えます。
操作ロープを使えば、⾼い位置にあるシャッターも簡単に降ろせます。
また、シャッターを開ける際も操作ロープを引くだけで解錠できますので、
⽴ったままでも操作できます。 操作ロープはマグネット付のため、使⽤しない時は
スラットに装着しておけます。

※障⼦はフレミングＪとなります。

たてスリット

※横格⼦のみの設定となります。

M190829E ※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。

⾼所⽤すべり出し窓

⾼窓⽤ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ


