
※標準仕様は床断熱方式となります。





エアコンの仕事を減らす。
それがスマートな家づくりの第一歩です。

スマートな家に、スマートな樹脂窓

スマートな樹脂窓スマートな樹脂窓ＡＰＷ３３０ＡＰＷ３３０

“スマートな家”に
“スマートな樹脂窓”って？

“スマートハウス”っていうと、
太陽光発電とかに注目が集まっているけど、
実はもっと大切なことがあるんだよ。

熱の流入の割合 熱の流出の割合

日差しを防ぎ、室内温度の上昇を
抑えることで冷房の節約につながります。

熱の流出を軽減させることで、暖房の
節約につながります。

YKK APの考えるスマートな家
窓（躯体）の高断熱化や自然力の活用により、電力を最小限にムダなく効率的に使いもっと居心地の良い空間を実現

高断熱だから
スマートにエコ〈省エネ〉

自然力を活かして
スマートに
風を取り込む

安心して使える
スマートな
デザイン・品質

断熱性能を高めれば、
冬、外に逃げる熱が半分以下になります。

夏涼しく、冬暖かい。
窓の違いが居心地の違いになります。

※シミュレーション結果は、AE-Sim/Hea（t 建築の温熱環境シミュレーションプログラム）：株式会社 建築環境ソリューションズで算出、
又は住宅事業建築主の判断基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説に

則って算出したものでIBECで想定した住宅形状や家族構成に基づいた計算結果であり、保証するものではありません。（地域：東京）

一般的な住宅 APW330を導入した住宅

※暖房エネルギーは、建築環境・省エネルギー機構（IBEC）住宅事業主の判断基準算定用webプログラムで算出、
又は住宅事業建築主の判断基準におけるエネルギー消費量計算方法の解説等に則って算出したもので、
IBECで想定した住宅形状や家族構成に基づいた計算結果であり、保証するものではありません。
（地域：東京）

暖房に必要なエネルギーは断熱すれば

半分以下※

地域や立地にあった窓種を選ぶ
明るくて風通しの良い窓の配置が快適のポイント。

入口には風を受けやすい窓種を選ぶことが重要です。

引違い窓
正面からの風を
取り入れやすい

側面からの風を
取り入れやすい

たてすべり
出し窓

シンプルなデザインだから、どんな住宅とも
調和します。

APWシリーズはスマートなデザインと
優れた品質でグッドデザイン賞を受賞

“スマートな家”なら、
窓のデザインも
スマートにいきたいわね。

なぜなら、住まいへの熱の流出入が一番大きいのが「窓」だから！

開口部から
逃げていく
熱量

開口部から
逃げていく
熱量

暖房 暖房

M130910A-1 ※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。



ディテールディテール

エアコンの仕事を減らす窓。
つまりエコな窓です。

APW ３３１APW ３３０

クリア

ナチュラル

ダークブラウン

ホワイト

プラチナステン

ブラウン

ホワイト

Low-E 複層ガラス
だから熱の出入りを軽減します。

2枚のガラスの空気層とガラス内側の
金属コーティングにより熱の伝わりを軽減。
単板ガラスの約4倍の断熱効果を発揮します。

樹脂だから
結露の発生を軽減します。
樹脂の熱の伝わりは、アルミの約1,000分の1。
室内外の温度差で生じる結露を大幅に軽減します。

目的別に選択できるガラスで
よりよい効果が得られます。

夏場の冷房効果を高める遮熱タイプと
冬場の暖房効果を高める断熱タイプを
お選びいただけます。

［社内シミュレーション条件］ 東京、真冬の午前６時

［社内シミュレーション条件］ 東京、真夏の午後１時

アルミ樹脂アングル
＋

単板ガラス

アルミ樹脂アングル
＋

単板ガラス

（樹脂＋Low-E複層ガラス）

（樹脂＋Low-E複層ガラス）

APW330にすると、３℃も暖かい！

APW330にすると、２℃も涼しい！

部屋のいごこちは、大きな問題。
だから、小さなことまでこだわりました。

アングル付枠

機能性 高品質防犯性
●アクリル積層 耐候性に優れたアクリル積層が、
外観色の経年変化を抑えます。

｢主錠｣プラス１の２ロックを採用。※サイズオーダーをする場合、２ロックにならない場合があります。

ひとつ上の防犯対策として、窓に鍵を２つ設けています。
（FIX窓・たてすべり出し窓を除く） ※テラスドアのサムターンは1つとなります（ハンドル下）。

補助錠（片上げ下げ窓） ハーフロック（たてすべり出し窓） サブロック（すべり出し窓）

補助錠（片引き窓・両袖片引き窓）

■片引き窓■両袖片引き窓■引違い窓

■引違いテラス戸

窓を開けたり閉めたりするだけで、
同時に施錠や解錠ができます。
召合せ部にクレセントが付かないことで
防犯性や外観意匠を高めました。

引手
（標準）

大型引手
（オプション）

サポートハンドル
（オプション）

スムーズに開閉できます。
オプションのハンドルを
取付けることで、
さらに開閉がスムーズ
になります。

紫外線

アクリル

アクリルは紫外線を透過するので外観色は
変化しません。また光乱反射が起きないので
外観色の色合いを長く保ちます。補助錠（引違い窓・

引違いテラス戸）

片引き窓・両袖片引き窓 引違い窓

サムターン（勝手口ドア・テラスドア）

■ウインドウ
冬暖かく、夏涼しい。窓の違いが“いごこちの違い”になります。

ＡＰＷ ３３０
外観色

内観色

高い冷暖房効率で
光熱費を

節約できます。

＊ Ⅱ・Ⅲ地域：Low-E複層ガラス（断熱タイプ・ガス無） Ⅳ・Ⅴ地域：Low-E複層ガラス（遮熱タイプ・ガス無）※データは2010年当社調べ。※住まいの条件により得られる数値は異なりますので目安としてご利用ください。

冷暖房費（年間）の比較冷暖房費（年間）の比較 大阪（大阪（ⅣⅣ地域）の場合地域）の場合

アルミ樹脂アングルサッシ
（一般複層ガラス）

アルミ樹脂複合サッシ
（一般複層ガラス）

ＡＰＷ３３０
（Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス）

冷
暖
房
費
（円
）

合計９０，０５６円

合計８６，３９５円

合計６５，７７５円

ＡＰＷ３３０なら
約２４，２００円

節約！

Low-E複層ガラスの熱の逃げにくさは、
単板ガラスのなんと約４倍。外気温や
室温が同じ条件で比べても、真冬の
早朝の室内温度に大きく差が出ます。

Low-E複層ガラスは、太陽の熱を
なんと約６０%もカットします。夏の
直射日光を受けても、室内温度が
上がりにくく、冷房効果を落としま
せん。

【算出条件】
● 住宅モデル：第15回熱シンポジウム 1985/09宇田川
光弘「標準問題の提案 住宅用標準問題」 ● 使用ソフト
：SMASH（住宅の熱負荷計算プログラム）／㈶IBEC
● 気象データ：2000年版拡張AMeDAS標準年気象データ
／建築学会 ● 空調設定（次世代省エネ基準に準拠）：24
時間暖冷房（暖房設定温度：18℃、冷房設定温度：27℃／
冷房設定湿度：60%） ● 換気回数（次世代省エネ基準に
準拠）：0.5［回/h］ ● 原単位：暖房をエアコンで行う場合
（成績係数（COP）：2.97／電力量単位：22［円/kWh］） 冷房
をエアコンで行う場合（成績係数（COP）：2.67／電力量単位
：22［円/kWh］ ※CO2排出原単位：H20年度電気事業者別
二酸化炭素排出係数

■片上げ下げ窓

■ＦＩＸ窓 ■たてすべり出し窓

■すべり出し窓■片引き窓

■両袖片引き窓

■引違いテラス戸 ■勝手口ドア ■テラスドア■引違い窓

■高所用換気窓（すべり出し窓）

戸先錠仕様 クレセント仕様 クレセント仕様

APW330は「省エネ建材等級」において最高等級★★★★の商品です。
※オーダーサイズなど一部「4つ星」に適合しない商品があります。
（試験方法／JIS A 4710-2004に準じた社内試験）

M130910A-2 ※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。



■片上げ下げ窓 ■ＦＩＸ窓 ■たてすべり出し窓 ■すべり出し窓

■片引き窓 ■両袖片引き窓

■引違いテラス戸

■引違い窓

■勝手口ドア ■テラスドア

外 観 内 観

［サイズ：06011］

コンパクトな形状のク
レセントです。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。

ワンタッチ式の補助
錠を採用。クレセント
とあわせて施錠する
ことで防犯性を高め
られます。

▽クレセント ▽補助錠

▽面格子（オプション）

井桁格子 ラチス格子 横格子たて格子

外 観 内 観

［サイズ：06011］

※横格子は一部の窓サイズには対応していません。

外 観 内 観

外 観

内 観
［サイズ：06011 右勝手］

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。

窓を少しだけ開けた
状態に固定できるの
で、換気に便利な他
、外部との衝突防止、
狭小地対策にも有効
です。

ハーフロック取付位置
高さ（H）：07・09…グレモンハンドルの上
高さ（H）：11・13…グレモンハンドルの下

▽グレモンハンドル ▽ハーフロック

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。

スライド式のサブロック
を採用。グレモンハンド
ルとあわせて施錠する
ことで防犯性を高めら
れます。

▽サブロック▽グレモンハンドル

［サイズ：06005］

［サイズ：16511］外 観 内 観

▽防犯建物部品仕様

防犯仕様の場合は戸先錠に加え、
召合せ部にクレセントが付きます。

手触りよく、
扱いやすい
クレセント
です。

主錠とあわせて施錠
することで防犯性を
高められます。

▽補助錠▽クレセント ▽グレモンハンドル
強い引き
寄せ効果
で、気密性
を高めたハ
ンドルです。

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
つまみです。

▽サムターン

優れた耐ピッキング性能
で複製が困難なキーです。

ドアを８０°
以上開かな
いよう固定
するストッパ
ーです。

▽ディンプルキー（勝手口のみ）

▽アームストッパー

［サイズ：16511］外 観 内 観

窓を開けたり閉めたりす
るだけで、同時に施錠や
解錠ができます。召合せ
部にクレセントが付かな
いことで防犯性や外観意
匠を高めました。

戸先錠（主錠）
とあわせて施
錠することで
防犯性を高め
られます。

▽補助錠▽戸先錠
［サイズ：16511］外 観 内 観

戸先錠仕様［サイズ：16520］外 観 内 観

オプションハンドルを取付ける
ことで、さらに開閉がスムーズ
になります。

引手
（標準）

大型引手
（オプション）

サポートハンドル
（オプション）

［サイズ：06920右勝手］外 観 内 観 ［サイズ：06920右勝手］外 観 内 観

▽面格子
（オプション）

井桁格子

ラチス格子

横格子

たて格子

※横格子は一
部の窓サイズ
には対応して
いません。

戸先錠 戸先錠クレセント

スライド網戸 固定網戸 内開き網戸 上げ下げロール網戸 横引きロール網戸

引違い窓 / 片引き窓・両袖片引
き窓 / 引違いテラス戸

片上げ下げ窓 片上げ下げ窓 たてすべり出し窓 / すべり出し窓
/ 勝手口ドア / テラスドア

ＡＰＷ ３３０

◆網戸ラインアップ（オプション）

◆外観色

ナチュラルクリア ダークブラウン ホワイト

◆内観色

プラチナステンブラウンホワイト

▽面格子
（オプション）

井桁格子

ラチス格子

横格子

たて格子

※横格子は一
部の窓サイズ
には対応して
いません。

▽面格子
（オプション）

井桁格子

ラチス格子

横格子

たて格子

※横格子は一
部の窓サイズ
には対応して
いません。

障子の開き角度を制限するアー
ムです。窓サイズ H＞９７０の場
合、アームストッパーにより、開
き角度が制限されます
（１１６１１３サイズで開き幅
約３００㎜）。

▽アームストッパー

窓を開けたり閉めたり
するだけで、同時に施
錠や解錠ができます。
召合せ部にクレセントが
付かないことで防犯性や
外観意匠を高めました。

戸先錠（主錠）
とあわせて施
錠することで
防犯性を高め
られます。

▽補助錠▽戸先錠

窓を開けたり閉めたりす
るだけで、同時に施錠や
解錠ができます。召合せ
部にクレセントが付かな
いことで防犯性や外観
意匠を高めました。

戸先錠（主錠）
とあわせて施
錠することで
防犯性を高め
られます。

▽補助錠▽戸先錠

※内観色クリア、
ナチュラル、ダー
クブラウンの場合
は、商品の特性上
、 一部ホワイト色
が見えます。

※内観色クリア、ナチュラル
、ダークブラウンの場合は、
商品の特性上、 一部ホワ
イト色が見えます。

※内観色クリア、
ナチュラル、ダー
クブラウンの場合
は、商品の特性上
、 一部ホワイト色
が見えます。

※内観色クリア
、ナチュラル、
ダークブラウン
の場合は、商品
の特性上、一部
ホワイト色が見
えます。

※内観色クリア
、ナチュラル、
ダークブラウン
の場合は、商
品の特性上、
一部ホワイト色
が見えます。

※内観色クリア、
ナチュラル、ダー
クブラウンの場合
は、商品の特性
上、一部ホワイト
色が見えます。

※内観色クリア、ナチュラ
ル、ダークブラウンの場合
は、商品の特性上、一部
ホワイト色が見えます。

※内観色クリア、ナチュラル、
ダークブラウンの場合は、
商品の特性上、一部ホワイト色
が見えます。

■高所用換気窓（すべり出し窓）

電動ユニット（電動）高所用オペレーター（手動）

内 観
［サイズ：06005］

内 観
［サイズ：06005］

4枚建クレセント仕様
［25620］

▽高窓用オペレーター ▽電動ユニット

リモコンによる遠隔
操作で開閉します。
電気工事はコンセントの設定のみ。
電動ユニット、受信ユニットをコンセ
ントにつなぐだけでご利用いただけ
ます。別途リモコンもご発注ください。

ボールチェーンによる
手動操作で開閉します。
操作用ボールチェーン取付時の
有効寸法は、長さの1/2になります。
長さ：4ｍ→有効寸法2m
長さ：8ｍ→有効寸法4mのボール
チェーンも別途ご用意しています。

クレセント仕様［サイズ：16520 ］外 観 内 観

▽戸先錠
引手の上部
に戸先錠を
新たに装備。

固定網戸

高所用換気窓

窓の外側に取付けます。
網戸の色は窓本体の外観色と同様です。

窓の内側に取付けます。
網戸の色は窓本体の内観色と同様です。

M130910A-3 ※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。
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快適バスルーム

世界初！ハイブリッド給湯システム エコワン クルマだけじゃない、
給湯もハイブリッドな時代へ。環境・省エネ性No,1 次世代型給湯器






