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印刷物と実物とは色が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

安心・安全をこだわり続ける「ＫＭＥＷ屋根材」の優れた性能

耐風・防水性能 強風での飛散・大雨での漏水を防ぐ

形状や釘位置など、すべてが耐風性を考慮した設計。屋根一枚一枚を４本の釘でしっかり固定

する独自の工法で強風によるズレ・飛散を最小限に抑えます。また、屋根材と下葺材の２段階

防水設計により、大半の雨水を防ぎます。

KMEW屋根材は全商品、重量が陶器瓦の 1/2 以下の

「軽さ」で、建物の軽量化・重心の低下をはかり、

建物にかかる地震の力を軽減。万一の地震にも暮ら

しの安心を守ります。

地震の揺れを小さくする

防火性能 火災でも燃えにくい

KMEW の屋根材は、すべてが国土交通大臣の認定番号

を取得した火災に強い屋根です。また、不燃下地を用

いた屋根仕様とすることで、屋根 30分耐火構造もクリ

アします。

快適な住環境を保つ

葺き上げた状態の一枚一枚の重なりが多く、平均板厚

が大きくなるため優れた断熱性を発揮。暑い夏は太陽

の輻射熱から住まいを守り、寒い冬は内部からの熱を

逃しませんので一年を通して快適な生活をサポートし

ます。

断熱性能

騒音の浸入を抑える

KMEW 独自の重ね葺き構造の施工法により、雨音を含

め高い遮音性を発揮。一般的に、遮音性に優れた屋根

材といわれている粘土瓦とほぼ同等の性能です。

遮音性能

JIS A 5423 に準じた耐衝撃試験の結果、表面塗装の剥

離やクラック、表面の陥没、裏面の膨れなどが認めら

れませんでした。また、施工後は重なり部分が多くな

るため、耐衝撃性能はいっそう高くなります。

衝撃でも割れにくい耐衝撃性能

ＫＭＥＷ屋根材の基材は、高密度で均一な構造。吸水

率が低いため、そり・あばれ・伸縮が極めて少なく乾

燥・湿潤の繰り返しや四季の温度変化による影響を受

けにくいのが特長です。

経年の変化が少ない耐久性能

トップコートに有機系塗膜「高品質アクリルコート」

を採用。発売以来、４０年以上にわたって改良を続け

てきた、ＮＥＯシリーズと同じ塗装仕様です。

耐候性能 アクリルコート屋根材

耐震性能
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引違い窓引違い窓引違い窓引違い窓

安心・安全の標準装備 !!うっかり防止の

空かけ防止機構のクレセント空かけ防止機構のクレセント空かけ防止機構のクレセント空かけ防止機構のクレセント
特許取得済

障子が確実に閉まっていないと、クレセントが
最後まで回らない『空かけ防止機構』を
標準装備しているので、確実にロックがかかります。

侵入されにくくする侵入されにくくする侵入されにくくする侵入されにくくする

万が一狙われたときも、侵入できない、侵入させない
ための仕組みを備えています。

障子が閉まっている状態

障子が空いている状態

トリガーが受けに押され、ロック
が解除されるとクレセントが回り
施錠されます。

トリガーが受けに押されない
ので、クレセントは回りません。

結露による内装材の腐蝕を防ぐ！結露による内装材の腐蝕を防ぐ！結露による内装材の腐蝕を防ぐ！結露による内装材の腐蝕を防ぐ！結露による内装材の腐蝕を防ぐ！結露による内装材の腐蝕を防ぐ！結露による内装材の腐蝕を防ぐ！結露による内装材の腐蝕を防ぐ！

業界初業界初業界初業界初業界初業界初業界初業界初

樹脂アングル樹脂アングル樹脂アングル樹脂アングル

樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。その性能はアルミのなんと約１０００倍と樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。その性能はアルミのなんと約１０００倍と樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。その性能はアルミのなんと約１０００倍と樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。その性能はアルミのなんと約１０００倍と
いわれています。デュオＰＧでは内装材と直接接するアングル部に樹脂を採用。いわれています。デュオＰＧでは内装材と直接接するアングル部に樹脂を採用。いわれています。デュオＰＧでは内装材と直接接するアングル部に樹脂を採用。いわれています。デュオＰＧでは内装材と直接接するアングル部に樹脂を採用。
温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、
住宅の長寿命化に貢献します。住宅の長寿命化に貢献します。住宅の長寿命化に貢献します。住宅の長寿命化に貢献します。

結露実験結露実験結露実験結露実験

樹脂とアルミの
熱伝導率

（熱の伝えやすさ）
の比

アルミ
アングル

樹脂アングル
「さらっとフレーム」

アルミアングル部に大量の
水滴が見られるのに対し、
樹脂アングル部には
ほとんど見られません。

ブラック オータムブラウン シャイングレー ホワイト

≪≪≪≪ デザインデザインデザインデザイン ≫≫≫≫

ヒシクロス面格子付ヒシクロス面格子付ヒシクロス面格子付ヒシクロス面格子付
引違い窓引違い窓引違い窓引違い窓

手動シャッター雨戸付手動シャッター雨戸付手動シャッター雨戸付手動シャッター雨戸付
引違い窓引違い窓引違い窓引違い窓

ガラスルーバー窓ガラスルーバー窓ガラスルーバー窓ガラスルーバー窓 ＦＩＸ窓ＦＩＸ窓ＦＩＸ窓ＦＩＸ窓

Ｐｏｉｎｔ１Ｐｏｉｎｔ１Ｐｏｉｎｔ１Ｐｏｉｎｔ１
結露を考える結露を考える結露を考える結露を考える

Ｐｏｉｎｔ２Ｐｏｉｎｔ２Ｐｏｉｎｔ２Ｐｏｉｎｔ２
二重三重の防犯対策二重三重の防犯対策二重三重の防犯対策二重三重の防犯対策

Ｐｏｉｎｔ３Ｐｏｉｎｔ３Ｐｏｉｎｔ３Ｐｏｉｎｔ３
安心の耐風圧・水密性能安心の耐風圧・水密性能安心の耐風圧・水密性能安心の耐風圧・水密性能

●●●● 複層ガラスの複層ガラスの複層ガラスの複層ガラスの““““断熱力断熱力断熱力断熱力””””が結露を抑えるが結露を抑えるが結露を抑えるが結露を抑える

●●●●もうひとつの結露対策「さらっとフレーム」もうひとつの結露対策「さらっとフレーム」もうひとつの結露対策「さらっとフレーム」もうひとつの結露対策「さらっとフレーム」

一般複層ガラスサッシの２倍の空気層により
断熱性能が向上。不快な結露を抑えます。

業界初業界初業界初業界初業界初業界初業界初業界初

結露はガラス面でだけでなくアルミ部分
にも発生します。デュオＰＧは、室内側
の下枠に熱を伝えにくい樹脂を使用。
結露の発生を抑え、住宅の長寿命化に
貢献します。

結露実験結露実験結露実験結露実験

アルミ
アングル

樹脂アングル
「さらっとﾌﾚｰﾑ」

確実にロックできる「うっかり防止クレセント」確実にロックできる「うっかり防止クレセント」確実にロックできる「うっかり防止クレセント」確実にロックできる「うっかり防止クレセント」

窓が少しでも開いているとカギが
締まらない
「うっかり防止クレセント」を標準装備。

簡単に侵入させない簡単に侵入させない簡単に侵入させない簡単に侵入させない
「サブロック」「サブロック」「サブロック」「サブロック」

２ロックを標準装備しています。

戸先錠戸先錠戸先錠戸先錠（オプション）（オプション）（オプション）（オプション）
さらに安心の戸先錠をプラスして
安心のトリプルロック（オプション）

排水弁

排水キャップ
レール内に溜まった
水を下枠のホロー内
に落とします。

下枠中央ピース
水密性・気密性を高め
ます。召合下部からの
水しぶき、風の侵入な
どを抑えます。

●●●● 新下枠構造新下枠構造新下枠構造新下枠構造

これまでの階段状の下枠構造を
新しい構造に改良。これにより、
水密性能が１ランクアップしました。

トリガーが受けに押され、
ロックが解除されると
クレセントが回ります。

※硝子3mmの場合

気密フィン
躯体内結露を抑えます

雨戸付サッシ雨戸付サッシ雨戸付サッシ雨戸付サッシ
ルーバー雨戸ルーバー雨戸ルーバー雨戸ルーバー雨戸

井桁面格子付引井桁面格子付引井桁面格子付引井桁面格子付引

違い窓違い窓違い窓違い窓

タテ面格子付タテ面格子付タテ面格子付タテ面格子付

引違い窓引違い窓引違い窓引違い窓

上げ下げ窓ＳＨ上げ下げ窓ＳＨ上げ下げ窓ＳＨ上げ下げ窓ＳＨ
単体サッシ単体サッシ単体サッシ単体サッシ
テラスタイプテラスタイプテラスタイプテラスタイプ

単体サッシ単体サッシ単体サッシ単体サッシ
マドタイプマドタイプマドタイプマドタイプ

障子が空いている状態

ナチュラルシルバー

サッシ商品特長

※商品の色は印刷の特性上実物と異なる場合がございます。カラーサンプルおよびお近くのショールームにてご確認お願い致します。 2009.4



断熱性能断熱性能断熱性能断熱性能 Ｈ－２Ｈ－２Ｈ－２Ｈ－２ 相 当

空気層
１２㍉

気密性能気密性能気密性能気密性能 Ａ－４Ａ－４Ａ－４Ａ－４ （２）等 級

防音性能防音性能防音性能防音性能 Ｔ－１Ｔ－１Ｔ－１Ｔ－１ （２５）等 級

結露を軽減結露を軽減結露を軽減結露を軽減

安心・安全安心・安全安心・安全安心・安全

確実にロックをかけて侵入口を遮断する

クレセント「空かけ防止機構」
簡単に侵入させない・侵入しにくいと思わせる

２ロック
片手でラクラク開閉

ＰＳＳ方式採用の上げ下げ窓

補助ロック付クレセント サブロック

障子が開いている状態

トリガーが受けに押されない
ので、クレセントは回りません。

当社独自のＰＳＳ（Ｐｏｗｅｒ
Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍ）

方式で片手でもラクに開閉
できるほどの軽さを実現し
ました。

専用品種もご用意
シャッター ・ 雨戸 ・ 面格子

デュオＰＧでは、シャッターや雨戸、面格子など
納まりのきれいな一体型タイプを豊富にご用意
しています。

※ ガラス厚によっては、空気層１２㍉が確保できないことがあります。

耐風圧性能耐風圧性能耐風圧性能耐風圧性能 Ｓ－３Ｓ－３Ｓ－３Ｓ－３（１６０）等級

水密性能水密性能水密性能水密性能 Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４Ｗ－４（３５）等 級

カラーバリエーションカラーバリエーションカラーバリエーションカラーバリエーション （アングル部樹脂色） 遮熱高断熱複層ガラス遮熱高断熱複層ガラス遮熱高断熱複層ガラス遮熱高断熱複層ガラス（標準採用）（標準採用）（標準採用）（標準採用）

業界初業界初業界初業界初業界初業界初業界初業界初

排水弁

排水キャップ

下枠中央ピース

通気工法・外装材の厚壁化に対応通気工法・外装材の厚壁化に対応通気工法・外装材の厚壁化に対応通気工法・外装材の厚壁化に対応

５２ｍｍのワイドな出幅５２ｍｍのワイドな出幅５２ｍｍのワイドな出幅５２ｍｍのワイドな出幅

通気工法の主流化、また厚みのある
外装材の増加傾向に対応し、枠出幅
を従来の４４ｍｍから５２ｍｍと拡大し
ました。

結露による内装材の腐蝕を防ぐ結露による内装材の腐蝕を防ぐ結露による内装材の腐蝕を防ぐ結露による内装材の腐蝕を防ぐ

樹脂アングル樹脂アングル樹脂アングル樹脂アングル

樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。
樹脂の熱伝導率はアルミのなんと約1/1000といわれ
ています。デュオＰGでは内装材と接するアングル部
に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、
結露による内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化
に貢献します。

水密性能の１ランク向上に成功水密性能の１ランク向上に成功水密性能の１ランク向上に成功水密性能の１ランク向上に成功

新下枠構造新下枠構造新下枠構造新下枠構造
枠全体を階段状にすることで、室内側への
水の流入を防いでいた階段構造から、排水
孔を経由して水を排出する新下枠構造へ。
レール間に溜まった水が見える不快感も解
消しました。

上枠に内蔵したバランサー
（写真は説明用にカバー・部品を外しています。）

特許取得済特許取得済特許取得済特許取得済

毎日が毎日が毎日が毎日が〝快適〟〝快適〟〝快適〟〝快適〟であることが当たり前になるためにであることが当たり前になるためにであることが当たり前になるためにであることが当たり前になるために
窓のスタンダードが進化しました。窓のスタンダードが進化しました。窓のスタンダードが進化しました。窓のスタンダードが進化しました。

デュオＰＧデュオＰＧデュオＰＧデュオＰＧでは空気層がでは空気層がでは空気層がでは空気層が
一般複層ガラスサッシの２倍。断熱性能ＵＰ！一般複層ガラスサッシの２倍。断熱性能ＵＰ！一般複層ガラスサッシの２倍。断熱性能ＵＰ！一般複層ガラスサッシの２倍。断熱性能ＵＰ！

特許取得済特許取得済特許取得済特許取得済
ライフスタイルの違いを超えて、あらゆる人に
必要な「基本性能」を徹底追求。

基本性能基本性能基本性能基本性能

□□□□ブラック □□□□オータムブラウン □□□□シャイングレー □□□□ホワイト □□□□ナチュラルシルバー

■アルミカラー色

++++

これまでのこれまでのこれまでのこれまでのPGサッシサッシサッシサッシ デュオデュオデュオデュオPG

サッシ商品特長

※商品の色は印刷の特性上実物と異なる場合がございます。カラーサンプルおよびお近くのショールームにてご確認お願い致します。 2009.4

遮熱高断熱型Ｌｏｗ‐Ｅ複層ガラス

遮熱高断熱複層ガラス遮熱高断熱複層ガラス遮熱高断熱複層ガラス遮熱高断熱複層ガラス
特殊金属膜に遮熱性能をプラス。特殊金属膜に遮熱性能をプラス。特殊金属膜に遮熱性能をプラス。特殊金属膜に遮熱性能をプラス。
夏は強い日差しをカット、冬は暖かです。夏は強い日差しをカット、冬は暖かです。夏は強い日差しをカット、冬は暖かです。夏は強い日差しをカット、冬は暖かです。

室外側ガラスにコーティングした特殊金属膜によ
り、一般複層ガラスに比べて約２倍の遮熱効果
を発揮します。夏の強い日差しを約６０％カット
し、冷房効果を高めます。
紫外線もカットするため紫外線による日焼け抑
制。また、断熱効果高断熱複層ガラス同等以
上です。


