
●表示価格は 2023 年 1 月現在のメーカー希望小売価格です。

   商品のみの価格で、 取付費 ・ 工事費などは別途となります。

●掲載商品と価格は異なります。 商品価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、 実際の色と異なる場合がございます。 現物またはサンプルにてご確認ください。

●仕様・ 価格は予告なく変更する場合がありますので、 ご了承ください。

●本カタログ掲載内容及び写真・ 図版の無断転載はかたくお断りします。

※ショールームの所在地、 カタログの閲覧 ・ 請求、 図面 ・ CAD データなどの各種情報は、

上記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、 LIXL オフィシャルサイトまで

https://www.lixil.co.jp/

株式会社LIXIL

外付日よけ

スタイルシェード
内窓

インプラス
取替窓

リプラス
リフォーム玄関ドア

リシェント

掲載商品一覧

リフォームシャッター

https://www.lixil.co.jp/lineup/s/madodoorchannel/

窓やドアのリフォームの

「知りたい！」を動画でチェック

2022年11月８日から2023年12月31日(予定)まで
●2023年12月31日までに対象工事に着手し工事完了した案件。契約を締結した施工業者が申請前に

事業者登録を完了している必要があります。

●各事業とも1申請あたりの合計補助額5万円以上から申請可能です。ただし先進的窓リノベ事業において補助申請が

受理される場合は、こどもエコすまい支援事業は１申請あたりの合計補助額が２万円以上であれば申請可能とします。

予算の執行状況に応じて期限前に終了する場合があります。

補助金がもらえる対象期間は?

▶
大 1箇所 34,000円
※補助額の例は省エネ基準レベル。

1箇所あたりの補助額。

ドア交換

こどもエコすまい支援事業

合計補助額

252,000円

補助金対象となる主なリフォーム例（制度の一部を抜粋）  

＋
大 1箇所 124,000円

外窓交換

中 2箇所 94,000円

内窓設置

先進的窓リノベ事業

＋

※補助額の例はAグレード
（熱貫流率Uw1.9以下）

※補助額の例はSグレード
（熱貫流率Uw1.5以下）

※制度の適用には条件があります。      

※令和4年11月8日および12月16日に公表された情報を元に作成しています。ご活用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

窓から省エネ！
今なら国の補助金で

最大200万円！
最大50％
相当還元

補助金・省エネ
シミュレーション

今すぐ診断！

LIXIL　こどもエコすまい支援事業

こどもエコすまい支援事業の詳細はこちらこどもエコすまい支援事業の詳細はこちら

LIXIL　先進的窓リノベ事業

先進的窓リノベ事業詳細はこちら先進的窓リノベ事業詳細はこちら

リフォーム
窓まわりリフォーム

窓の開閉がしに
くくなってきた・・・

夏の日差しで部屋が暑い・・・

暖房をつけても
部屋が暖かく
ならない・・・

換気がし
たいけど

、

外の視線
が

気になる
・・・

台風が来た時の強風が心配・・・

当店が 解決 します！

2023.01

窓やシャッター・
・・

        窓まわりのお悩み
を

あなたの
悩みの原因は
「窓」かも
しれません！



スタイルシェード

太陽の熱を83％※１カット、エアコンの
効率が良くなり節電にも効果的。
インプラス、リプラスとセットで使用
すれば更に節電効果があがります。

●暑さのお悩み
西日で部屋が暑すぎる
エアコンをつけてても涼しく
ならない・・・

外付日よけ
スタイルシェードがおすすめ

1分でわかる
スタイルシェード

●寒さ のお悩み
そんなお悩みは
窓で解決！
寒さのお悩みに
プラスして・・・ 

暖房をつけているのに
全然暖かくならない
結露も気になる・・・

浴室が寒くて
お風呂が億劫・・・

▶

▶

取替窓
リプラスがおすすめ窓が古くなってきて、

開閉がしにくい・・・

リプラス 高断熱汎用枠

●開閉 のお悩みもある場合・・・

壁を壊さず、古い窓枠の上から新しい窓
をつける簡単施工。窓の種類を変えて、
換気効率をアップすることもできます。

1分でわかるリプラス

内窓 
インプラスがおすすめ解決

解決

外の音が気になって
仕事に集中できない・・・

●騒音 のお悩みもある場合・・・
1分でわかるインプラス

※１一般複層ガラスの窓にスタイルシェードを使用した場合の性能です。関連JISなどに基づき計測および算出した値であり、保証値ではありません。 ※掲載画像の商品と参考価格は異なります。

窓まわりの様々
な

お悩みを解決！

解決 目隠し可動ルーバーがおすすめ
換気はしたいけど、
外からの視線が気になって
窓が開けられない・・・ 換気や採光をしながら視線を遮ることが

できます。外壁の上から簡単に後付け。

シャッター、雨戸、
スタイルシェードも目隠しにおすすめ。

●プライバシー のお悩み

台風が近づいてきたけど、
窓ガラスは割れないか心配・・・

●強風 のお悩み リフォームシャッター
がおすすめ

リフォームシャッター

シャッターで窓を守って、
台風対策はもちろん防犯対策にも！
電動シャッターなら開け閉めラクラク。
外壁の上から簡単後付け。
横引きタイプのリフォーム雨戸も
強風対策におすすめ。

1分でわかる
リフォーム・雨戸

1分でわかる
電動シャッター

リシェント玄関ドア３
がおすすめ

リシェント玄関ドア３

●換気 のお悩み

ニオイや湿気がこもるけど、
開けっぱなしは・・・

自然の風が吹き抜け、心地よく爽やかに。
縦に長い窓から、たっぷり風を採り入れ
られます。

1分でわかる採風ドア

ペットネットがおすすめ

網戸ストッパー

ペットがやんちゃで、
網戸がボロボロに・・・

樹脂でコーティング
しているため
ペットの爪も安心

ペットがツメで引っ搔いても、破れにくく、網目がズレにくい
構造です。網戸ごと簡単に交換できます。飛び出しの抑制に
網戸ストッパーとのセット使いがおすすめです。

●ペット のお悩み
解決

解決

解決

解決

参考商品価格：断熱仕様 採風

ペットネット
参考商品価格：
リフォーム網戸
標準タイプ 中桟無

参考商品価格：手動 標準タイプ

目隠し可動ルーバー
参考商品価格：壁付 引違い窓用

今ある窓にプラスするだけで快適空間。
断熱効果だけでなく、遮音効果も。
ペットの吠え声にお困りの方にも
おすすめです。
インプラス
参考商品価格：引違い窓 マドサイズ

※Low-E複層ガラス(引違い窓2枚建の場合)

参考商品価格：枠付フック固定タイプ 
デザインタイプ 

参考商品価格：引違い窓  マドタイプ

※Low-Eトリプルガラス アルゴン入り(引違い窓2枚建の場合) 
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