
※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

アルミ窓から、“あたらしい アルミ樹脂複合窓”に進化

窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。

※「H25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び
解説Ⅱ 住宅」標準住戸のプランにおける例で、AE-Sim/Heat
による当社の計算結果より。 窓種：アルミ（複層ガラス）
【算出条件】
使用ソフト ：AE-Sim/Heat（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 気象データ：
「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/（一社）日本建築
学会住宅モデル ：「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・
判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン 2階建て/
延床面積：120.08㎡/ 開口率：26.8%（4～8地域）
躯体：平成11年省エネルギー基準適合レベル

断熱性能が高い「エピソ－ドＮＥＯ」なら、年間冷暖房費も節約できます。
※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。
【算出条件】
●住宅断熱仕様 次世代省エネルギー基準（平成11年基準）
Q値適合レベル
●住宅モデル「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・
判断の方法及び解説Ⅱ住宅」
標準住戸のプラン 2階建て/延床面積：120.08㎡/
開口率：21.0％（1～3地域）26.8％（4～8地域）
●使用ソフト AESim/Heat（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
●気象データ「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/
（一社）日本建築学会
●想定生活者 4人
●想定冷暖房機器「 平成25年省エネルギー基準に準拠した
算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」に準拠
●空調設定 暖房：20℃ 冷房：27℃（就寝時：28℃）・60%
「住宅事業建築主の判断の基準における
エネルギー消費量計算方法の解説」スケジュールによる
間歇運転
●電力量単価 27円/kWh（税込）/（公社）全国家庭電気製品
公正取引協議会 新電力目安単価

■ラインアップ

※内観プラチナステン色（ＥＴ）と組合せできる外観色はプラチナステン色（Ｈ２）のみとなります。

引違い窓 窓タイプ

引違い窓 テラスタイプ

片引き窓 両袖片引き窓

面格子付引違い窓 シャッター付引違い窓（電動・手動）

片上げ下げ窓 面格子付
片上げ下げ窓

FIX窓 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
カムラッチハンドル仕様

外倒し窓面格子付
内倒し窓

内倒し窓

高所用すべり出し窓

外観色
アルミ

内観色
樹脂

B1 ブラウン

B7 カームブラック

S1 ピュアシルバー

YW ホワイト

H2 プラチナステン

CD クリア

CE ナチュラル

CM ダークブラウン

ET プラチナステン

YW ホワイト

たてすべり出し窓
カムラッチハンドル仕様 すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

冬に流出する熱の割合 夏に流入する熱の割合外気温０.５℃ 外気温３３.４℃

選定日
日平均外気温の最低日

2月24日5～6時、東京

選定日
日平均外気温の最大日

8月10日14～15時、東京

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス

■防露性能比較（社内試験）

条件 室内温度：２０℃ 室外温度：０℃ 
相対湿度：５０% 

※注意 結露は窓の性能だけでなく
住まいや自然環境に影響されます。
室内の条件によって結露が発生する
場合もあります。

□エピソード

引違い窓 外付型 雨戸付引違い窓 通風ドアウインスター
シリーズ

引違い窓 ３枚建 下枠ノンレール引違い シャッター付
引違い窓外付型

勝手口ドア テラスドア台形
FIX窓

アルミ窓ではできなかった、

窓の外観カラー×内観カラーの組合せ

は２１パターン！
内観木調カラーや内観ホワイトは、すべての外観色と自由に組合せることができます。

※【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 樹脂と金属の複合材料製建具
+Low-E複層ガラス（中空層１０㎜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。

アルミ窓
単板ガラス

アルミ窓
複層ガラス

アルミ窓
樹脂アングル アルミ樹脂複合窓

アルミ窓（単板ガラス）

ガラスにも
障子フレームにも
結露が発生し、
水滴が流れています。

アルミ樹脂複合窓

ガラスにも
障子フレームにも
結露はほとんど
見られません。

室外側
アルミ

室内側
樹脂

断熱性能・防露性能の向上

【㈱広創不動産 標準プラン】 エピソードＮＥＯ

hirosou03
スタンプ

hirosou03
四角形

hirosou03
テキスト ボックス
      YKK AP 　　エピソードＮＥＯ 



※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

Ｂ１ ブラウン

窓の外観と内観の色を選ぶことで、お気に入りのデザインやインテリアスタイルをコーディネイトできます。

（外観色）

ナチュラルな外壁色や周囲の植栽を引き立てる
重厚感の中に柔らかな印象をもつ落ち着いた

ブラウン色。

Ｂ７ カームブラック

重厚な佇まいを演出するカームブラック色。
シックな表現やコントラストで見せるアクセント

表現に最適です。

Ｓ１ ピュアシルバー

アルミ素材が本来もつシャープなイメージの
ピュアシルバー色。周囲にとけこむマットな
質感と程よい主張のある素材色です。

ＹＷ ホワイト

素朴な風合いと親しみやすさをもつホワイト色。
明るい塗り壁に調和しながら華やかな装飾を

引き立てます。

Ｈ２ プラチナステン

洗練された金属色が明るくナチュラルな外壁に
調和するプラチナステン色。

ＣＤ クリア

白木のような明るい木調柄クリア色。壁に
やさしくとけこみ、お部屋を和やかに演出

します。

ＣＥ ナチュラル

やさしいトーンの木目柄と色合いのナチュラル色。
温かみのあるインテリアづくりに最適です。

ＣＭ ダークブラウン

ダークな色味と表情豊かな木目柄が、洗練
された落ち着きのあるダークブラウン色。

ＹＷ ホワイト

色味をおさえた清潔感のあるホワイト色。
シンプルでプレーンな印象のインテリアを

引き立てます。

ＥＴ プラチナステン

明るく軽快感のあるフレーム色が洗練された
印象のプラチナステン色。

（内観色）

【㈱広創不動産 標準プラン】 エピソードＮＥＯ カラーコーディネイト
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※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

Ｌｏｗ‐Ｅ複層ガラス（遮熱タイプ） Ｌｏｗ‐Ｅ複層ガラス（断熱タイプ）

室内側に太陽光を取り込み、
暖房熱を外へ逃がしません。

夏は太陽熱の侵入を防ぎ
冬は暖房熱を外に逃がしません。

■カラーバリエーション

■遮熱性 真夏の強い太陽熱を外側で反射。

■ＵＶカット 採光性を損なうことなく紫外線の透過を防ぎ、人や家具などに与えるダメージを大幅に軽減します。

単板ガラス（3mm）複層ガラス（3mm+A12+3mm）
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）ブルー

（3mm+A12+3mm）

単板ガラス（3mm）複層ガラス（3mm+A12+3mm）
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）ブルー

（3mm+A12+3mm）

・・・･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・日射熱取得率比較・・・･･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・紫外線カット率比較･･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・･･････････････････････････････・・・・・・・・・・・太陽光による窓枠の変色比較･･･････・･･･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初期 Low-E複層ガラス（遮熱タイプ） 複層ガラス 単板ガラス

〔試験条件〕
試験木材：ヒノキ

試験装置：メタルウェザー
照射光強度：７６ｍＷ/㎝2
照射時間：７２ｈ（１０年相当）

ΔE：15.3 ΔE：23.4 ΔE：24.0

ΔＥが大きいほど変色が大きいことになります。 ＊実使用による劣化と試験結果には、紫外線の照射環境・生活習慣などにより差が生じますのでご了承ください。

夏の冷房時に窓・ドアから侵入してくる熱は、家全体に入ってく
る熱の半分以上を占めます。

室外側ガラスにLow-E金属膜をコーティングした
Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）なら、夏は室内に

入る太陽の熱線を５０％以上カット。

冬は室内熱を外に逃がさないため、複層ガラスより
冷暖房効率を高めます。

冬の暖房時、窓やドアから逃げる熱は、屋根や外壁より大きな
割合を占めます。室内側ガラスにLow-E金属膜をコーティング
したLow-E複層ガラス（断熱タイプ）は、太陽熱を通過させな
がらも、室内の熱線（赤外線）を鏡のように反射します。

採光や太陽熱の室内への取り入れを図りながら、温室効化に
よって太陽エネルギーや暖房などの熱を外に逃がしません。

窓の表面温度比較（
サーモグラフィー）

Ｌｏｗ‐Ｅ複層ガラス（A12）
+エイピアＪ

単板ガラス（3㎜）
+一般サッシ（アルミ）

〔試験条件〕
室内温度：20℃
室外温度：0℃
相対湿度：50％

Ｌｏｗ‐Ｅ複層ガラス（断熱タイプ）

+エピソード

単板ガラス

+一般サッシ

ガラスにもサッシにも、

結露はみられません。

ガラスにもサッシにも結露が発生し、

水滴が流れています。

〔試験条件〕室内温度：２０℃／室外温度：０℃／相対湿度：５０％

■結露防止 住まいの大敵、結露を減らして健康的に。

■断熱性 部屋のすみずみまで、心地よく快適に。

熱還流率

室内の快適な熱をLow-Ｅ金属膜の働きで室内側へ
反射。熱の逃げを低減します。

（＊Low-E複層ガラス（遮熱タイプ）ブルー、3+A12+3mmの場合）

･･･・・・・・・・・・・・・・・・・Low-Ｅ複層ガラス使用サッシと一般サッシの防露性能比較（社内試験）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・

赤い部分が多いほど

室内の窓の

表面温度が高いことが

わかります。

Ｌｏｗ‐Ｅ金属膜

室外側ガラス

空気層

室内側ガラス

乾燥剤

スペーサー

Ｌｏｗ‐Ｅ金属膜

室外側ガラス

空気層

室内側ガラス

乾燥剤

スペーサー

ブルー

■夏も冬も快適な仕組み

室外側 室内側

夏に涼しい
仕組み

冬に暖かい
仕組み

屋根11%

換気

外壁
73%

床3%

6%

7%

■夏：冷房時の熱の流入割合

（一社）日本建材・住宅設備産業協会
省エネルギー建材普及センターホームページ
「省エネ建材で、快適な家、健康的な家」より

室内・暖房
エネルギー

保温の
仕組み

断熱の
仕組み

室外側 室内側

■断熱と保温の仕組み■冬：暖房時の熱の流出割合

外壁

屋根5%

換気

床7%

58% 15%

15%
（一社）日本建材・住宅設備産業協会

省エネルギー建材普及センターホームページ
「省エネ建材で、快適な家、健康的な家」より

■カラーバリエーション

ブルー ニュートラルブロンズ

【㈱広創不動産 標準プラン】 Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス
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