
三協⽴⼭株式会社　三協アルミ社

※使⽤する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防⾳の両⽅の基準を満たす場合に、この表の型番をご利⽤ください。 2022年6⽉9⽇更新

⼤（L） 001PNV1GDGML

⼩（S） 001PNV1GDGMS

⼤（L） 001PNV1NDGML

⼩（S） 001PNV1NDGMS

⼤（L） 001VIN2GDGML

⼩（S） 001VIN2GDGMS

⼤（L） 001VIN2NDGML

⼩（S） 001VIN2NDGMS

⼤（L） 001VIN2NDGNL

⼩（S） 001VIN2NDGNS

⼤（L） 001FN22GDGML

⼩（S） 001FN22GDGMS

⼤（L） 001FN22NDGML

⼩（S） 001FN22NDGMS

⼤（L） 001FN22NDGNL

⼩（S） 001FN22NDGNS

⼤（L） 001FN23GDGNL

⼩（S） 001FN23GDGNS

⼤（L） 001FN23NDGNL

⼩（S） 001FN23NDGNS

⼤（L） 001FN24GDGNL

⼩（S） 001FN24GDGNS

⼤（L） 001FN24NDGNL

⼩（S） 001FN24NDGNS

⼤（L） 001BF22GDGML

⼩（S） 001BF22GDGMS

⼤（L） 001BF22NDGML

⼩（S） 001BF22NDGMS

⼤（L） 001BF23GDGNL

⼩（S） 001BF23GDGNS

⼤（L） 001BF24GDGNL

⼩（S） 001BF24GDGNS

⼤（L） 001BF24NDGNL

⼩（S） 001BF24NDGNS

⼤（L） 001FSD3GEGNL

⼩（S） 001FSD3GEGNS

⼤（L） 001FSD3NEGML

⼩（S） 001FSD3NEGMS

⼤（L） 001FSD3NEGNL

⼩（S） 001FSD3NEGNS

⼤（L） 001RSD3GEGML

⼩（S） 001RSD3GEGMS

⼤（L） 001JNV3GEGNL

⼩（S） 001JNV3GEGNS

⼤（L） 001SRN3GEGNL

⼩（S） 001SRN3GEGNS

⼤（L） 001SIJ3GEGNL

⼩（S） 001SIJ3GEGNS

⼯事⽅法

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

引⼾交換

引⼾交換

引⼾交換

枠︓⾦属
⼾︓フラッシュ構造

4〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓フラッシュ構造 防⽕ドアファノーバ　K4仕様 

ガラス有りデザイン Low-E複層（A11） 無 4〜7地域

ガラス無しデザイン －

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓フラッシュ構造 防⽕ドアファノーバ　K3仕様 Low-E複層（A11） 無

1〜7地域

ガラス無しデザイン － － 1〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 ビノーザ

ガラス有りデザイン ガラス中央部熱貫流率
1.8以下

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓⾼断熱フラッシュ構造 プロノーバ

ガラス有りデザイン Low-E複層（G16） 有

4〜7地域

ファノーバ　K4仕様 

ガラス有りデザイン 複層（A12） 無

無 4〜7地域

ガラス無しデザイン － － 4〜7地域

ガラス無しデザイン － － 4〜7地域

⽊造⽤

こどもみらい住宅⽀援事業　対象製品⼀覧（省エネ︓⽞関ドア・⽞関引⼾・アパートドア・出⼊⼝・勝⼿⼝）

対象 建具仕様 シリーズ名 タイプ／窓種
登録ガラスの仕様

または
ガラスの性能

ガスの封⼊ 適⽤地域 サイズ 型番

1〜7地域

ガラス無しデザイン
袖ＦＩＸ － － 4〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓フラッシュ構造 ファノーバ　K3仕様 

ガラス有りデザイン 複層（A12）

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 ファノーバ　K2仕様

ガラス有りデザイン ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 無

無 1〜7地域

ガラス無しデザイン
袖ＦＩＸ － － 4〜7地域

無 1〜7地域

ガラス無しデザイン － － 1〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓フラッシュ構造 ファノーバSD

ガラス有りデザイン 複層（A12） 無 4〜7地域

－ 4〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 防⽕ドアファノーバ　K2仕様

ガラス有りデザイン ガラス中央部熱貫流率
1.7以下

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓フラッシュ構造 防⽕ファノーバＳＤ － ガラス中央部熱貫流率

1.6以下 無 1〜7地域Low-E複層（A12）

ガラス無しデザイン
袖ＦＩＸ

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 － 4〜7地域

ドア交換

ガラス無しデザイン － － － 1〜7地域

4〜7地域複層（A12）⽊造⽤ アルミ熱遮断 ⽞関引⼾彩樹　ドライ仕様 － ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

4〜7地域

⽊造⽤ アルミ熱遮断 ⽞関引⼾セレナ　ドライ仕様 － ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 － 4〜7地域

複層（A12）

複層（A12）

⽊造⽤ アルミ熱遮断  ⽞関引⼾ジュノバ　ドライ仕様 － ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

【参考】
ガラス仕様例

－

－

Low-E複層（A12）

－

Low-E複層（A12）

－

－

－

－

－

複層（A12）

－

－

Low-E複層（A12）

－

－

－

ガラス無しデザイン － － － 1〜7地域

ガラス無しデザイン － － － 1〜7地域
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三協⽴⼭株式会社　三協アルミ社

※使⽤する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防⾳の両⽅の基準を満たす場合に、この表の型番をご利⽤ください。 2022年6⽉9⽇更新

⼯事⽅法

こどもみらい住宅⽀援事業　対象製品⼀覧（省エネ︓⽞関ドア・⽞関引⼾・アパートドア・出⼊⼝・勝⼿⼝）

対象 建具仕様 シリーズ名 タイプ／窓種
登録ガラスの仕様

または
ガラスの性能

ガスの封⼊ 適⽤地域 サイズ 型番【参考】
ガラス仕様例

⼤（L） 001WKN3GEGNL

⼩（S） 001WKN3GEGNS

⼤（L） 001SMK3GEGNL

⼩（S） 001SMK3GEGNS

⼤（L） 001JNV4GEGPL

⼩（S） 001JNV4GEGPS

⼤（L） 001SRN4GEGPL

⼩（S） 001SRN4GEGPS

⼤（L） 001SIJ4GEGPL

⼩（S） 001SIJ4GEGPS

⼤（L） 001WKN4GEGPL

⼩（S） 001WKN4GEGPS

⼤（L） 001SMK4GEGPL

⼩（S） 001SMK4GEGPS

⼤（L） 001SRR4GEGNL

⼩（S） 001SRR4GEGNS

⼤（L） 001SRR4GEGPL

⼩（S） 001SRR4GEGPS

⼤（L） 001AX22GDGML

⼩（S） 001AX22GDGMS

⼤（L） 001AX22GDGNL

⼩（S） 001AX22GDGNS

⼤（L） 001AX22NDGML

⼩（S） 001AX22NDGMS

⼤（L） 001AX23GDGNL

⼩（S） 001AX23GDGNS

⼤（L） 001AX23NDGNL

⼩（S） 001AX23NDGNS

⼤（L） 001AX24GDGNL

⼩（S） 001AX24GDGNS

⼤（L） 001AX24NDGNL

⼩（S） 001AX24NDGNS

⼤（L） 001BA22GDGML

⼩（S） 001BA22GDGMS

⼤（L） 001BA22NDGML

⼩（S） 001BA22NDGMS

⼤（L） 001BA24GDGNL

⼩（S） 001BA24GDGNS

⼤（L） 001BA24NDGNL

⼩（S） 001BA24NDGNS

⼤（L） 001NVD2GDGML

⼩（S） 001NVD2GDGMS

⼤（L） 001NVD2GDGNL

⼩（S） 001NVD2GDGNS

⼤（L） 001NVD2NDGML

⼩（S） 001NVD2NDGMS

ドア交換

ドア交換

引⼾交換

引⼾交換

引⼾交換

引⼾交換

引⼾交換

引⼾交換

引⼾交換

引⼾交換

ドア交換

⽊造⽤ アルミ熱遮断 ⽞関引⼾和奏　ドライ仕様 － ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 － 4〜7地域複層（A12）

5〜7地域

⽊造⽤ アルミ複層 ⽞関引⼾彩樹　複層仕様 28を除く ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 5〜7地域

複層（A6）

複層（A6）

⽊造⽤ アルミ複層 ⽞関引⼾セレナ　複層仕様 39/40/41/43を除く ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 －

4〜7地域

⽊造⽤ アルミ複層 ⽞関引⼾ジュノバ　複層仕様 39/40/41を除く ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 5〜7地域

複層（A12）

複層（A6）

⽊造⽤ アルミ熱遮断 ⽞関引⼾MK　ドライ仕様 － ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

5〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 アパートドアAX2　K2仕様

ガラス有りデザイン
ランマ付

ガラス中央部熱貫流率
1.9以下 無 1〜7地域

ガラス無しデザイン －

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 －

5〜7地域

⽊造⽤ アルミ複層 ⽞関引⼾MK　複層仕様 39を除く ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 5〜7地域

複層（A6）

複層（A6）

⽊造⽤ アルミ複層 ⽞関引⼾和奏　複層仕様 28を除く ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 －

⽞関引⼾更楽　複層仕様 －⽊造⽤ アルミ複層

ガラス無しデザイン － － 4〜7地域

⽊造⽤

枠︓⾦属
⼾︓フラッシュ構造

アパートドアAX2　K4仕様 

ガラス有りデザイン 複層（A12） 無

－ 1〜7地域

⽊造⽤

枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓フラッシュ構造

アパートドアAX2　K3仕様 

ガラス有りデザイン 複層（A12） 無 4〜7地域

枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓ハニカムフラッシュ構造

1〜7地域

ガラス無しデザイン － － 1〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓ハニカムフラッシュ構造 防⽕アパートドアAX2　K4仕様

ガラス有りデザイン Low-E複層（A12）

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 防⽕アパートドアAX2　K2仕様

ガラス有りデザイン ガラス中央部熱貫流率
1.8以下 無

4〜7地域

枠︓⾦属
⼾︓ハニカムフラッシュ構造 ガラス無しデザイン － － 4〜7地域－

ドア交換

ドア交換

1〜7地域

ガラス無しデザイン － － 1〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 ノバリス リフォーム⽞関ドア　K2仕様

Low-E複層（A16） 無

無 4〜7地域

ガラス無しデザイン － － 4〜7地域

カバー⼯法

ガラス有りデザイン

ガラス有りデザイン
C81・RC81・AK34・AN81・

AN82

4〜7地域ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 － Low-E複層（A10）

Low-E複層（A12）

－

－

－

袖・ランマガラス
Low-E複層（A14以上）

－

複層（A6）

Low-E複層（A12）

袖・ランマガラス
Low-E複層（A14以上）

ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

－

－

－
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三協⽴⼭株式会社　三協アルミ社

※使⽤する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防⾳の両⽅の基準を満たす場合に、この表の型番をご利⽤ください。 2022年6⽉9⽇更新

⼯事⽅法

こどもみらい住宅⽀援事業　対象製品⼀覧（省エネ︓⽞関ドア・⽞関引⼾・アパートドア・出⼊⼝・勝⼿⼝）

対象 建具仕様 シリーズ名 タイプ／窓種
登録ガラスの仕様

または
ガラスの性能

ガスの封⼊ 適⽤地域 サイズ 型番【参考】
ガラス仕様例

⼤（L） 001NVBD2GDGNL

⼩（S） 001NVBD2GDGNS

⼤（L） 001NVD3GDGNL

⼩（S） 001NVD3GDGNS

⼤（L） 001NVD4GDGNL

⼩（S） 001NVD4GDGNS

⼤（L） 001NVD4NDGNL

⼩（S） 001NVD4NDGNS

⼤（L） 001NVBD4GDGNL

⼩（S） 001NVBD4GDGNS

⼤（L） 001RHH4GEGNL

⼩（S） 001RHH4GEGNS

⼤（L） 001RHH4GEGPL

⼩（S） 001RHH4GEGPS

⼤（L） 001RHK4GEGPL

⼩（S） 001RHK4GEGPS

⼤（L） 001NVA2NDGML

⼩（S） 001NVA2NDGMS

⼤（L） 001NVA4NDGNL

⼩（S） 001NVA4NDGNS

⼤（L） 001GSD2NDGML

⼩（S） 001GSD2NDGMS

⼤（L） 001GSD4NDGNL

⼩（S） 001GSD4NDGNS

⼤（L） 001BGS2NDGML

⼩（S） 001BGS2NDGMS

⼤（L） 001BGS4NDGNL

⼩（S） 001BGS4NDGNS

⼤（L） 001MTTDGAL

⼩（S） 001MTTDGAS

⼤（L） 001MTTDGBL

⼩（S） 001MTTDGBS

⼤（L） 001DDMEGAL

⼩（S） 001DDMEGAS

⼤（L） 001DDMEGBL

⼩（S） 001DDMEGBS

⼤（L） 001DDMEPGAL

⼩（S） 001DDMEPGAS

⼤（L） 001DDMEPGBL

⼩（S） 001DDMEPGBS

⼤（L） 001DDMENGAL

⼩（S） 001DDMENGAS

⼤（L） 001DDMENGBL

⼩（S） 001DDMENGBS

中さん無（ランマ付）断熱⼟間引⼾アルミ樹脂複合⽊造⽤

中さん付断熱⼟間引⼾アルミ樹脂複合⽊造⽤

引⼾交換

引⼾交換

－ＭＴドアアルミ複層⽊造⽤

中さん無断熱⼟間引⼾アルミ樹脂複合⽊造⽤

カバー⼯法

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

引⼾交換

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 ノバリス リフォーム防⽕⽞関ドア　K2仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12）カバー⼯法

4〜7地域

ガラス無しデザイン － － 4〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓フラッシュ構造 ノバリス リフォーム防⽕⽞関ドア　K4仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12）

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓フラッシュ構造 ノバリス リフォーム⽞関ドア　K4仕様

ガラス有りデザイン 複層（A12） 無

無 1〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓フラッシュ構造 ノバリス リフォーム⽞関ドア　K3仕様 ガラス有りデザイン 複層（A12） 無 4〜7地域

－

カバー⼯法

カバー⼯法

カバー⼯法

5〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 ノバリス リフォームアパートドア　K2仕様 － － － 1〜7地域ランマガラス

Low-E複層（A14以上）

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓その他

ノバリス リフォーム⽞関引⼾ 複層仕様
袖付 2枚建 － ガラス中央部熱貫流率

2.5以下 －

無 4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.3以下 － 4〜7地域

カバー⼯法

カバー⼯法

カバー⼯法

4〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 防⽕外部収納ドア　K2仕様 － － － 1〜7地域

－

－

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓ハニカムフラッシュ構造 外部収納ドア　K4仕様 － － －

4〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属製熱遮断構造
⼾︓断熱フラッシュ構造 外部収納ドア　K2仕様 － － － 1〜7地域

ランマガラス
複層（A12）

－

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓フラッシュ構造 ノバリス リフォームアパートドア　K4仕様 － － －

5〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.7以下 － 1〜7地域

複層（A6）

Low-E複層（A12）

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 － 4〜7地域

－

Low-E複層（A10）

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓ハニカムフラッシュ構造 防⽕外部収納ドア　K4仕様 － － －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 － 1〜7地域

複層（A12）

Low-E複層（A16）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 － 1〜7地域

複層（A12）

Low-E複層（A16）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

4〜7地域複層（A12）ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

複層（A12）

－

－

－

－

Low-E複層（G12）

Low-E複層（A6）

5〜7地域

⽊造⽤ 枠︓⾦属
⼾︓その他

ノバリス リフォーム⽞関引⼾ 複層仕様
2枚建 －

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

3/8



三協⽴⼭株式会社　三協アルミ社

※使⽤する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防⾳の両⽅の基準を満たす場合に、この表の型番をご利⽤ください。 2022年6⽉9⽇更新

⼯事⽅法

こどもみらい住宅⽀援事業　対象製品⼀覧（省エネ︓⽞関ドア・⽞関引⼾・アパートドア・出⼊⼝・勝⼿⼝）

対象 建具仕様 シリーズ名 タイプ／窓種
登録ガラスの仕様

または
ガラスの性能

ガスの封⼊ 適⽤地域 サイズ 型番【参考】
ガラス仕様例

⼤（L） 001DDPENGAL

⼩（S） 001DDPENGAS

⼤（L） 001DDPENGBL

⼩（S） 001DDPENGBS

⼤（L） 001DDPEPGBL

⼩（S） 001DDPEPGBS

⼤（L） 001DMAEGAL

⼩（S） 001DMAEGAS

⼤（L） 001DMAEGBL

⼩（S） 001DMAEGBS

⼤（L） 001TS2DGML

⼩（S） 001TS2DGMS

⼤（L） 001TS2DPGML

⼩（S） 001TS2DPGMS

⼤（L） 001TSJDGML

⼩（S） 001TSJDGMS

⼤（L） 001SM2DGML

⼩（S） 001SM2DGMS

⼤（L） 001SM2DGNL

⼩（S） 001SM2DGNS

⼤（L） 001SM2DPGML

⼩（S） 001SM2DPGMS

⼤（L） 001SMJDGML

⼩（S） 001SMJDGMS

⼤（L） 001SMJDPGML

⼩（S） 001SMJDPGMS

⼤（L） 001TALP2DGML

⼩（S） 001TALP2DGMS

⼤（L） 001ALP2DGML

⼩（S） 001ALP2DGMS

⼤（L） 001ALP2DPGML

⼩（S） 001ALP2DPGMS

⼤（L） 001ALGDSGML

⼩（S） 001ALGDSGMS

⼤（L） 001ALGDSGNL

⼩（S） 001ALGDSGNS

⼤（L） 001ALGDGML

⼩（S） 001ALGDGMS

⼤（L） 001ALGDGNL

⼩（S） 001ALGDGNS

⼤（L） 001ALGDNGML

⼩（S） 001ALGDNGMS

⼤（L） 001ALGDNGNL

⼩（S） 001ALGDNGNS

⼤（L） 001ALGDPGML

⼩（S） 001ALGDPGMS

⼤（L） 001ALGDPGNL

⼩（S） 001ALGDPGNS

トリプルスマージュ 勝⼿⼝ドア ガラス中央部熱貫流率
0.7以下 － ダブルLow-E三層

（G8×2） 1〜7地域

⽊造⽤ ドア交換 樹脂 トリプルスマージュⅡ 　勝⼿⼝ドア 腰パネル付タイプ ガラス中央部熱貫流率
0.8以下 － ダブルLow-E三層

（G11×2） 1〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.2以下 － Low-E複層（G14） 1〜7地域

⽊造⽤ 樹脂 スマージュ 　勝⼿⼝ドア 腰パネル付タイプ ガラス中央部熱貫流率
1.2以下 － Low-E複層（G14） 1〜7地域

ドア交換

ドア交換

ドア交換

中さん腰パネル付（ランマ無）断熱⼟間引⼾アルミ樹脂複合⽊造⽤ 引⼾交換

引⼾交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

⽊造⽤ アルミ樹脂複合

4〜7地域

中さん腰パネル付（ランマ付） ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 － 4〜7地域

複層（A12）

複層（A12）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

ガラス中央部熱貫流率
1.5以下 － 1〜7地域Low-E複層（A15）

引⼾交換

Low-E複層（G14）

⽊造⽤ 樹脂 トリプルスマージュⅡ 　勝⼿⼝ドア 中さん無タイプ ガラス中央部熱貫流率
0.8以下 －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 5〜7地域

Low-E複層（A10）

複層（A6）

ドア交換

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 －

⽊造⽤ アルミ複層 ⼟間引⼾ 中さん無
中さん付

⽊造⽤ ドア交換 樹脂

⽊造⽤ ドア交換 樹脂 スマージュⅡ 　勝⼿⼝ドア 腰パネル付タイプ ガラス中央部熱貫流率
2.8以下 －

Low-E複層（G15）
または

複層（A15）
1〜7地域

Low-E複層（G14）

Low-E複層（A16）

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 －

ガラス中央部熱貫流率
1.6以下 －

ダブルLow-E三層
（G13.5×2）

Low-E複層（G14）

ガラス中央部熱貫流率
0.9以下 －

ガラス中央部熱貫流率
1.2以下

ガラス中央部熱貫流率
1.7以下 － 1〜7地域

　勝⼿⼝ドア 断熱腰パネル付

1〜7地域

　勝⼿⼝ドア 中さん無タイプ 1〜7地域

　勝⼿⼝ドア 中さん無タイプ

1〜7地域

　勝⼿⼝ドア 中さん無タイプ － 1〜7地域

－

1〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
2.8以下

アルジオ

⽊造⽤ 樹脂 アルペンⅡs
（北海道限定商品）

⽊造⽤ 樹脂 アルペンⅡs
（北海道限定商品）

⽊造⽤ 樹脂 トリプルアルペンⅡx
（北海道限定商品）

⽊造⽤ 樹脂 スマージュ

ダブルLow-E三層
（G10×2）

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.7以下 － 1〜7地域

複層（A16）

Low-E複層（A16）

ガラス中央部熱貫流率
2.8以下 －

1〜7地域

アルジオ

アルジオ

アルジオ

採⾵勝⼿⼝ドア

勝⼿⼝ドア　中さん無

勝⼿⼝ドア　中さん付

勝⼿⼝ドア　腰パネル付

複層（A16） 4〜7地域

⽊造⽤

⽊造⽤

⽊造⽤

⽊造⽤

アルミ樹脂複合

アルミ樹脂複合

アルミ樹脂複合

アルミ樹脂複合

ガラス中央部熱貫流率
2.8以下 －

複層（A16） 4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.7以下 － Low-E複層（A16） 1〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
2.8以下 －

複層（A16） 4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.6以下 － Low-E複層（A16）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 － 複層（A14） 4〜7地域

⽊造⽤ ドア交換 樹脂 スマージュⅡ 　勝⼿⼝ドア 中さん無タイプ

断熱⼟間引⼾
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三協⽴⼭株式会社　三協アルミ社

※使⽤する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防⾳の両⽅の基準を満たす場合に、この表の型番をご利⽤ください。 2022年6⽉9⽇更新

⼯事⽅法

こどもみらい住宅⽀援事業　対象製品⼀覧（省エネ︓⽞関ドア・⽞関引⼾・アパートドア・出⼊⼝・勝⼿⼝）

対象 建具仕様 シリーズ名 タイプ／窓種
登録ガラスの仕様

または
ガラスの性能

ガスの封⼊ 適⽤地域 サイズ 型番【参考】
ガラス仕様例

⼤（L） 001BAGDSGML

⼩（S） 001BAGDSGMS

⼤（L） 001BAGDSGNL

⼩（S） 001BAGDSGNS

⼤（L） 001BAGDGML

⼩（S） 001BAGDGMS

⼤（L） 001MDJDSGML

⼩（S） 001MDJDSGMS

⼤（L） 001MDJDSGNL

⼩（S） 001MDJDSGNS

⼤（L） 001MDJDGML

⼩（S） 001MDJDGMS

⼤（L） 001MDJDGNL

⼩（S） 001MDJDGNS

⼤（L） 001MDJDNGML

⼩（S） 001MDJDNGMS

⼤（L） 001MDJDNGNL

⼩（S） 001MDJDNGNS

⼤（L） 001MDJDPGNL

⼩（S） 001MDJDPGNS

⼤（L） 001MDJESGML

⼩（S） 001MDJESGMS

⼤（L） 001MDJESGNL

⼩（S） 001MDJESGNS

⼤（L） 001MDJEGML

⼩（S） 001MDJEGMS

⼤（L） 001MDJEGNL

⼩（S） 001MDJEGNS

⼤（L） 001MDJENGML

⼩（S） 001MDJENGMS

⼤（L） 001MDJENGNL

⼩（S） 001MDJENGNS

⼤（L） 001MDJEPGNL

⼩（S） 001MDJEPGNS

⼤（L） 001FAS3GGNL

⼩（S） 001FAS3GGNS

⼤（L） 001BFJDSGML

⼩（S） 001BFJDSGMS

⼤（L） 001BFJDSGNL

⼩（S） 001BFJDSGNS

⼤（L） 001BFJDGML

⼩（S） 001BFJDGMS

⼤（L） 001BFJDGNL

⼩（S） 001BFJDGNS

⼤（L） 001MDPDSGNL

⼩（S） 001MDPDSGNS

⼤（L） 001MDPDSGPL

⼩（S） 001MDPDSGPS

⽊造⽤

1〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 － 1〜7地域

Low-E複層（A16）

Low-E複層（A15）
または

Low-E複層（G12）

⽊造⽤

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

引⼾交換

⽊造⽤ アルミ樹脂複合 マディオJ 勝⼿⼝ドア中さん付

採⾵勝⼿⼝ドア防⽕窓アルジオアルミ樹脂複合

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 複層（A6） 5〜7地域

採⾵勝⼿⼝ドアマディオPアルミ複層⽊造⽤ ドア交換

防⽕サッシF型
アルミ樹脂複合タイプアルミ樹脂複合

1〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 － 4〜7地域

Low-E複層（G12）

Low-E複層（A10）

－

－ Low-E複層（A10） 4〜7地域

⽊造⽤

ドア交換

採⾵勝⼿⼝⽚引⼾マディオJアルミ樹脂複合⽊造⽤

⽊造⽤ アルミ樹脂複合 マディオJ 勝⼿⼝⽚引き⼾中さん無

勝⼿⼝⽚引き⼾中さん付マディオJアルミ樹脂複合⽊造⽤

ガラス中央部熱貫流率
2.0以下

引⼾交換

ドア交換

ドア交換

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下

ガラス中央部熱貫流率
1.3以下

ガラス中央部熱貫流率
2.0以下

⽚開き窓テラス　シリンダー付タイプ

引⼾交換

アルミ樹脂複合 防⽕窓アルジオ 勝⼿⼝ドア ガラス中央部熱貫流率
1.6以下 －ドア交換

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 － 1〜7地域Low-E複層（A16）

ガラス中央部熱貫流率
1.6以下 － Low-E複層（A16） 4〜7地域

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 － 4〜7地域

複層（A12）

複層（A12）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.6以下 － 1〜7地域

複層（A12）

Low-E複層（A15）
または

Low-E複層（G12）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 －

採⾵勝⼿⼝ドアマディオJアルミ樹脂複合⽊造⽤

⽊造⽤ アルミ樹脂複合 マディオJ 勝⼿⼝ドア中さん無

Low-E複層（A15）
または

Low-E複層（G12）
1〜7地域

－ 1〜7地域

複層（A12）

Low-E複層（A15）
または

Low-E複層（G12）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 － 1〜7地域

複層（A12）

Low-E複層（A15）
または

Low-E複層（G12）

⽊造⽤ アルミ樹脂複合 マディオJ 勝⼿⼝ドア腰パネル付 ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

4〜7地域

4〜7地域

⽊造⽤ アルミ樹脂複合 マディオJ 勝⼿⼝⽚引き⼾腰パネル付 ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 － 4〜7地域

複層（A12）

複層（A12）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

4〜7地域

引⼾交換

ガラス中央部熱貫流率
1.4以下 － 1〜7地域

複層（A12）

Low-E複層（A15）
または

Low-E複層（G12）

ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.3以下 － 1〜7地域

－

Low-E複層（G12）

⽊造⽤ アルミ樹脂複合 フィアンズ 勝⼿⼝ドア 複層（A12） －

－ Low-E複層（A10） 4〜7地域

⽚開き窓採⾵テラス防⽕サッシF型
アルミ樹脂複合タイプアルミ樹脂複合⽊造⽤

5/8



三協⽴⼭株式会社　三協アルミ社

※使⽤する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防⾳の両⽅の基準を満たす場合に、この表の型番をご利⽤ください。 2022年6⽉9⽇更新

⼯事⽅法

こどもみらい住宅⽀援事業　対象製品⼀覧（省エネ︓⽞関ドア・⽞関引⼾・アパートドア・出⼊⼝・勝⼿⼝）

対象 建具仕様 シリーズ名 タイプ／窓種
登録ガラスの仕様

または
ガラスの性能

ガスの封⼊ 適⽤地域 サイズ 型番【参考】
ガラス仕様例

⼤（L） 001MDPDGNL

⼩（S） 001MDPDGNS

⼤（L） 001MDPDGPL

⼩（S） 001MDPDGPS

⼤（L） 001MDPDNGNL

⼩（S） 001MDPDNGNS

⼤（L） 001MDPDNGPL

⼩（S） 001MDPDNGPS

⼤（L） 001MDPDNRGNL

⼩（S） 001MDPDNRGNS

⼤（L） 001MDPDNRGPL

⼩（S） 001MDPDNRGPS

⼤（L） 001MDPDPGPL

⼩（S） 001MDPDPGPS

⼤（L） 001MDPDPRGPL

⼩（S） 001MDPDPRGPS

⼤（L） 001MDPESGNL

⼩（S） 001MDPESGNS

⼤（L） 001MDPESGPL

⼩（S） 001MDPESGPS

⼤（L） 001MDPEGNL

⼩（S） 001MDPEGNS

⼤（L） 001MDPEGPL

⼩（S） 001MDPEGPS

⼤（L） 001MDPENGNL

⼩（S） 001MDPENGNS

⼤（L） 001MDPENGPL

⼩（S） 001MDPENGPS

⼤（L） 001MDPEPGNL

⼩（S） 001MDPEPGNS

⼤（L） 001MDPEPGPL

⼩（S） 001MDPEPGPS

⼤（L） 001BFPDSGNL

⼩（S） 001BFPDSGNS

⼤（L） 001BFPDSGPL

⼩（S） 001BFPDSGPS

⼤（L） 001BFPDGNL

⼩（S） 001BFPDGNS

⼤（L） 001BFPDGPL

⼩（S） 001BFPDGPS

⼤（L） 001BFPEGNL

⼩（S） 001BFPEGNS

⼤（L） 001BFPEGPL

⼩（S） 001BFPEGPS

⼤（L） 001NMJDGAL

⼩（S） 001NMJDGAS

⼤（L） 001NMJDGBL

⼩（S） 001NMJDGBS

引⼾交換

カバー⼯法

ドア交換

ドア交換

複層（A12）ガラス中央部熱貫流率
2.9以下 －

アルミ複層 防⽕サッシF型
アルミ複層タイプ 勝⼿⼝⽚引き⼾

⽊造⽤ アルミ樹脂複合 ノバリス勝⼿⼝ドア
アルミ樹脂複合タイプ 勝⼿⼝ドア

－

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 －

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 －

Low-E複層（A10） 4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下

4〜7地域

⽊造⽤ アルミ複層

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 －

⽊造⽤ アルミ複層

マディオPアルミ複層⽊造⽤

⽊造⽤ アルミ複層 マディオP 勝⼿⼝⽚引き⼾中さん付

勝⼿⼝⽚引き⼾腰パネル付マディオPアルミ複層⽊造⽤

引⼾交換

引⼾交換

引⼾交換

防⽕サッシF型
アルミ複層タイプ ⽚開き窓採⾵テラス

防⽕サッシF型
アルミ複層タイプ ⽚開き窓テラス　シリンダー付タイプ

－ 4〜7地域

複層（A6）

Low-E複層（A10）

5〜7地域

－ 4〜7地域

－ 複層（A6） 5〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 複層（A6） 5〜7地域

採⾵勝⼿⼝⽚引き⼾マディオPアルミ複層⽊造⽤

ドア交換

ドア交換

ドア交換

引⼾交換

勝⼿⼝ドア中さん無マディオPアルミ複層⽊造⽤

⽊造⽤ アルミ複層 マディオP 勝⼿⼝ドア中さん付

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 複層（A6） 5〜7地域

ドア交換

ドア交換

4〜7地域Low-E複層（A10）ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 5〜7地域

Low-E複層（A10）

複層（A6）

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 －

Low-E複層（A10）

Low-E複層（A10）

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 －

5〜7地域

⽊造⽤ アルミ複層 マディオP 勝⼿⼝ドア（ランマ付）腰パネル付 ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 － 5〜7地域

複層（A6）

複層（A6）

⽊造⽤ アルミ複層 マディオP 勝⼿⼝ドア腰パネル付 ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 －

⽊造⽤ アルミ複層 マディオP 勝⼿⼝ドア（ランマ付）中さん付

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下

4〜7地域

複層（A6）

Low-E複層（A10）

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 －

勝⼿⼝⽚引き⼾中さん無

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 － 4〜7地域

Low-E複層（A6）

Low-E複層（A8）

ガラス中央部熱貫流率
2.6以下 －

5〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
1.2以下 － 4〜7地域

Low-E複層（A6）

Low-E複層（G15）

ガラス中央部熱貫流率
2.6以下 －

⽊造⽤

5〜7地域

5〜7地域

5〜7地域

5〜7地域

5〜7地域

複層（A6）

Low-E複層（A6）

Low-E複層（A8）

Low-E複層（A8）

ガラス中央部熱貫流率
2.6以下 －

ガラス中央部熱貫流率
3.4以下 －

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下 －

ガラス中央部熱貫流率
1.9以下

4〜7地域

ガラス中央部熱貫流率
2.1以下
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三協⽴⼭株式会社　三協アルミ社

※使⽤する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防⾳の両⽅の基準を満たす場合に、この表の型番をご利⽤ください。 2022年6⽉9⽇更新

⼯事⽅法

こどもみらい住宅⽀援事業　対象製品⼀覧（省エネ︓⽞関ドア・⽞関引⼾・アパートドア・出⼊⼝・勝⼿⼝）

対象 建具仕様 シリーズ名 タイプ／窓種
登録ガラスの仕様

または
ガラスの性能

ガスの封⼊ 適⽤地域 サイズ 型番【参考】
ガラス仕様例

⽊造⽤ カバー⼯法 アルミ複層 ノバリス勝⼿⼝ドア
アルミ複層タイプ 勝⼿⼝ドア － － ー － － 対象外（防⾳改修として申請可）

⼤（L） 001TAR2GDGML

⼩（S） 001TAR2GDGMS

⼤（L） 001TPO2GDGML

⼩（S） 001TPO2GDGMS

⼤（L） 001TST2GDGML

⼩（S） 001TST2GDGMS

⼤（L） 001TPF2GDGML

⼩（S） 001TPF2GDGMS

⼤（L） 001TSS2GDGML

⼩（S） 001TSS2GDGMS

⼤（L） 001TPM2GDGML

⼩（S） 001TPM2GDGMS

⼤（L） 001TSN2GDGNL

⼩（S） 001TSN2GDGNS

⼤（L） 001TSN3GDGNL

⼩（S） 001TSN3GDGNS

⼤（L） 001TSN4GDGNL

⼩（S） 001TSN4GDGNS

⼤（L） 001TEM2GDGNL

⼩（S） 001TEM2GDGNS

⼤（L） 001TEM3GDGNL

⼩（S） 001TEM3GDGNS

⼤（L） 001TEM4GDGNL

⼩（S） 001TEM4GDGNS

⼤（L） 001TSL2GDGNL

⼩（S） 001TSL2GDGNS

⼤（L） 001TSL3GDGNL

⼩（S） 001TSL3GDGNS

⼤（L） 001TSL4GDGNL

⼩（S） 001TSL4GDGNS

⼤（L） 001TSD2GDGNL

⼩（S） 001TSD2GDGNS

⼤（L） 001TSD3GDGNL

⼩（S） 001TSD3GDGNS

⼤（L） 001TSD4GDGNL

⼩（S） 001TSD4GDGNS

⼤（L） 001TSP3GDGNL

⼩（S） 001TSP3GDGNS

⼤（L） 001TSP4GDGNL

⼩（S） 001TSP4GDGNS

⼤（L） 001TSF2GDGNL

⼩（S） 001TSF2GDGNS

⼤（L） 001TWS2GDGNL

⼩（S） 001TWS2GDGNS

⼤（L） 001TWS3GDGNL

⼩（S） 001TWS3GDGNS

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
和彩K3仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンデリカK3仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンデリカK4仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンプリマK4仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンシルフK4仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンシルフK2仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域－ドア交換

ドア交換

ドア交換

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
エスマリエK4仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

ドア交換

ドア交換

ドア交換

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンシルフK3仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
アルピーネRX ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
エスマリエK3仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

－⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
エスマリエK2仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンナチュレK3仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンナチュレK4仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

ドア交換

ドア交換

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンテノール ガラス有りデザイン Low-E複層（G12） 有

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
プロフィールズ ガラス有りデザイン Low-E複層（G12） 有

4〜7地域無

ドア交換

1〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンナチュレK2仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
プロミューズ ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

ドア交換

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンセレーネ ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域

取替⽤⽞関ドア
プリオス ガラス有りデザイン Low-E複層（A12）

⽊造⽤

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
和彩K2仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンフォルテ ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンプリマK3仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
サンデリカK2仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

4〜7地域

4〜7地域

1〜7地域

4〜7地域

－

－
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三協⽴⼭株式会社　三協アルミ社

※使⽤する製品が、建築地域の省エネの基準を満たす場合と、省エネと防⾳の両⽅の基準を満たす場合に、この表の型番をご利⽤ください。 2022年6⽉9⽇更新

⼯事⽅法

こどもみらい住宅⽀援事業　対象製品⼀覧（省エネ︓⽞関ドア・⽞関引⼾・アパートドア・出⼊⼝・勝⼿⼝）

対象 建具仕様 シリーズ名 タイプ／窓種
登録ガラスの仕様

または
ガラスの性能

ガスの封⼊ 適⽤地域 サイズ 型番【参考】
ガラス仕様例

⼤（L） 001TWS4GDGNL

⼩（S） 001TWS4GDGNS

⼤（L） 001TAE2GDGNL

⼩（S） 001TAE2GDGNS

⼤（L） 001TPS2GDGML

⼩（S） 001TPS2GDGMS

⼤（L） 001TSV2GDGNL

⼩（S） 001TSV2GDGNS

⼤（L） 001TEG2GDGNL

⼩（S） 001TEG2GDGNS

⼤（L） 001TET2GDGNL

⼩（S） 001TET2GDGNS

⼤（L） 001TBG4GDGNL

⼩（S） 001TBG4GDGNS

⼤（L） 001TB24GDGNL

⼩（S） 001TB24GDGNS

⼤（L） 001TBB4GDGNL

⼩（S） 001TBB4GDGNS

⼤（L） 001TB14GDGNL

⼩（S） 001TB14GDGNS

⼤（L） 001TKD4NDGNL

⼩（S） 001TKD4NDGNS

⼤（L） 001TKE4NDGNL

⼩（S） 001TKE4NDGNS

⼤（L） 001TPR2GDGML

⼩（S） 001TPR2GDGMS

⼤（L） 001TRF2GDGNL

⼩（S） 001TRF2GDGNS

⼤（L） 001TRS2GDGNL

⼩（S） 001TRS2GDGNS

⼤（L） 001TBR2GDGNL

⼩（S） 001TBR2GDGNS

⼤（L） 001TBS2GDGNL

⼩（S） 001TBS2GDGNS

⼤（L） 001TAP2NDGNL

⼩（S） 001TAP2NDGNS

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

無 － 4〜7地域

⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
ラフォース ガラス有りデザインドア交換 Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
防⽕Ｆ型スライディングドア ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
防⽕Ｆ型アパートドア ガラス無しデザイン － 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
ラフォースＳＤ ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
防⽕Ｆ型⽞関ドア Low-E複層（A12）ガラス有りデザイン

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
和彩K4仕様 ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 － 4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
プロセレーネ ガラス有りデザイン Low-E複層（G16） 有 － 4〜7地域

ドア交換

ドア交換

ドア交換

ドア交換

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
エスタシア　グランスタイル ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
スィートヴェール ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
プロシェ ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
アルピーネEX ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
ベルバーロンSW ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
カピオスベルビュールⅡ ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
カピオスベルビュール　グランスタイル ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無 4〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
エスタシア ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

－⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
アパートドアAE ガラス無しデザイン － 無

4〜7地域

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
アパートドアAD ガラス無しデザイン － 無 4〜7地域

－

－

⽊造⽤ ⼾︓断熱フラッシュ構造 取替⽤⽞関ドア
カピオスベルビュール ガラス有りデザイン Low-E複層（A12） 無

⽊造⽤

4〜7地域

4〜7地域

4〜7地域
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