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自己適合宣言書文書番号：LXEC-1601
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書） 一覧

商品 品種 番号
レガリス 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ RWG042
（アルゴンガス入り・専用５層ガラス） 横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ

ＦＩＸ窓 Ｆ
開き窓 Ｃ、ＣＦ
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦ
勝手口ドア ＫＤ

エルスターＸ トリプルガラス 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ／Ｆ RWG007
（クリプトンガス入り） 横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ／Ｆ

高所用横すべり出し窓 ＫＳ
大開口横すべり出し窓 ＤＳ
ＦＩＸ窓 Ｆ
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ
ドレーキップ Ｄ
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ（２枚建、４枚建） RWG008
引違い窓 ＨＫＫ
面格子付引違い窓 ＨＭ

上げ下げ窓 ＦＳ、ＦＳＦＳ RWG055
面格子付上げ下げ窓 ＦＳＭ

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG009

エルスターＸ トリプルガラス 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ／Ｆ RWG010
（アルゴンガス入り） 横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ／Ｆ

高所用横すべり出し窓 ＫＳ
大開口横すべり出し窓 ＤＳ
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ
ＦＩＸ窓 Ｆ
ドレーキップ Ｄ
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ（２枚建、４枚建） RWG011
引違い窓 ＨＫＫ
面格子付引違い窓 ＨＭ

上げ下げ窓 ＦＳ、ＦＳＦＳ RWG056
面格子付上げ下げ窓 ＦＳＭ

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG012

エルスターＳ 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ/Ｆ RWG043A
横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ/Ｆ、ＳＦＳ、ＳＳ 【アルミスペーサー仕様】

高所用横すべり出し窓 ＫＳ
大開口横すべり出し窓 ＤＳ RWG043B
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ 【樹脂スペーサー仕様】

ＦＩＸ窓 Ｆ、ＦＦ
ドレーキップ Ｄ
デザイン連段窓 ＴＦ/ＦＳ、Ｆ/ＳＦＳ、ＴＦＴ/３Ｆ、４Ｔ
外倒し窓 単窓、２連窓、３連窓
突出し窓 単窓、２連窓、３連窓
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ （２枚建、４枚建） RWG044A
引違い窓 ＨＫＫ 【アルミスペーサー仕様】

面格子付引違い窓 ＨＭ
RWG044B
【樹脂スペーサー仕様】

エルスターＳ 上げ下げ窓 ＦＳ、ＦＳＦＳ RWG045A
面格子付上げ下げ窓 ＦＳＭ 【アルミスペーサー仕様】

RWG045B
【樹脂スペーサー仕様】

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG046A
【アルミスペーサー仕様】

RWG046B
【樹脂スペーサー仕様】

作成：２０１６年０６月２７日

改訂：２０２３年０４月１０日

株式会社ＬＩＸＩＬ
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EW（トリプルガラス仕様） 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ／Ｆ RWG186
（クリプトンガス入り） 横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ／Ｆ

高所用横すべり出し窓 ＫＳ
大開口横すべり出し窓 ＤＳ
ＦＩＸ窓 Ｆ
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ
ドレーキップ Ｄ
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ（２枚建、４枚建） RWG187
引違い窓 ＨＫＫ

上げ下げ窓 ＦＳ RWG188

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG189

EW（トリプルガラス仕様） 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ／Ｆ RWG190
（アルゴンガス入り） 横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ／Ｆ

高所用横すべり出し窓 ＫＳ
大開口横すべり出し窓 ＤＳ
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ
ＦＩＸ窓 Ｆ
ドレーキップ Ｄ
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ（２枚建、４枚建） RWG191
引違い窓 ＨＫＫ

上げ下げ窓 ＦＳ RWG192

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG193

EW（複層ガラス仕様） 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ/Ｆ RWG194
横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ/Ｆ、ＳＦＳ、ＳＳ 【樹脂スペーサー仕様】

高所用横すべり出し窓 ＫＳ
大開口横すべり出し窓 ＤＳ RWG195
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ 【アルミスペーサー仕様】

ＦＩＸ窓 Ｆ、ＦＦ
ドレーキップ Ｄ
デザイン連段窓 ＴＦ/ＦＳ、Ｆ/ＳＦＳ、ＴＦＴ/３Ｆ、４Ｔ
外倒し窓 単窓、２連窓、３連窓
突出し窓 単窓、２連窓、３連窓
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ （２枚建 、４枚建） RWG196
引違い窓 ＨＫＫ 【樹脂スペーサー仕様】

RWG197
【アルミスペーサー仕様】

引違い窓 ＨＨ （２枚建 Ｓ仕様（Ｗ≦１，８７０）） RWG202
【樹脂スペーサー仕様】

RWG203
【アルミスペーサー仕様】

上げ下げ窓 ＦＳ RWG198
【樹脂スペーサー仕様】

RWG199
【アルミスペーサー仕様】

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG200
【樹脂スペーサー仕様】

RWG201
【アルミスペーサー仕様】
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防火戸FG-F 縦すべり出し窓Ｔ、ＴＦ RWG081
横すべり出し窓
ＦＩＸ窓
開き窓テラス

LW トリプルガラス スライディング 1本引込み RWG126
(クリプトンガス入り) ※フルオープンタイプ、ハーフオープンタイプ含む

LW トリプルガラス スライディング 1本引込み RWG127
(アルゴンガス入り) ※フルオープンタイプ、ハーフオープンタイプ含む

LW 複層ガラス スライディング 1本引込み RWG128
(アルゴンガス入り) ※フルオープンタイプ、ハーフオープンタイプ含む

サーモスＸ  トリプルガラス 縦すべり出し窓（グレモン） Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ RWG001
（クリプトンガス入り） 横すべり出し窓（グレモン）

高所用横すべり出し窓
ＦＩＸ窓

縦すべり出し窓（オペレーター） RWG057

単体引違い窓 RWG002
面格子付引違い窓
シャッター付引違い窓
装飾引違い窓
※いずれも２・４枚建、ＨＫ、ＨＫＫタイプ含む

上げ下げ窓 RWG058
面格子付上げ下げ窓

テラスドア RWG003
勝手口ドア

採風勝手口ドア RWG059

サーモスＸ  トリプルガラス 縦すべり出し窓（グレモン） Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ RWG004
（アルゴンガス入り） 横すべり出し窓（グレモン）

高所用横すべり出し窓
ＦＩＸ窓

縦すべり出し窓（オペレーター） RWG060

単体引違い窓 RWG005
面格子付引違い窓
シャッター付引違い窓
装飾引違い窓
※いずれも２・４枚建、ＨＫ、ＨＫＫタイプ含む

上げ下げ窓 RWG061
面格子付上げ下げ窓

テラスドア RWG006
勝手口ドア

採風勝手口ドア RWG062

サーモスＸ 複層ガラス 縦すべり出し窓（グレモン） Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ RWG013
（アルゴンガス入り） 横すべり出し窓（グレモン）

高所用横すべり出し窓
ＦＩＸ窓

縦すべり出し窓（オペレーター） RWG063

単体引違い窓 RWG014
面格子付引違い窓
シャッター付引違い窓
装飾引違い窓
※いずれも２・４枚建、ＨＫ、ＨＫＫタイプ含む

上げ下げ窓 RWG064
面格子付上げ下げ窓
テラスドア RWG015
勝手口ドア

採風勝手口ドア RWG065
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TW トリプルガラス ・縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG214
（クリプトンガス入り） ・横すべり出し窓(グレモン）

・FIX窓

・縦すべり出し窓（オペレーター） RWG215
・横すべり出し窓（オペレーター）
・高所用横すべり出し窓

・単体引違い窓 RWG234
・面格子付引違い窓
・シャッター付引違い窓
・装飾引違い窓
※いずれも２・４枚建、ＨＫ・
ＨＫＫタイプ含む

・単体引違い窓(フラットタイプ) RWG237
※いずれも２・４枚建

・上げ下げ窓 RWG216
・面格子付上げ下げ窓

・テラスドア RWG217
・勝手口ドア

・採風勝手口ドア RWG218

TW トリプルガラス ・縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG219
（アルゴンガス入り） ・横すべり出し窓(グレモン）

・FIX窓

・縦すべり出し窓（オペレーター） RWG220
・横すべり出し窓（オペレーター）
・高所用横すべり出し窓

・単体引違い窓 RWG235
・面格子付引違い窓
・シャッター付引違い窓
・装飾引違い窓
※いずれも２・４枚建、ＨＫ・
ＨＫＫタイプ含む

・単体引違い窓(フラットタイプ) RWG238
※いずれも２・４枚建

・上げ下げ窓 RWG221
・面格子付上げ下げ窓

・テラスドア RWG222
・勝手口ドア

・採風勝手口ドア RWG223

TW 複層ガラス ・縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG224
（アルゴンガス入り） ・横すべり出し窓(グレモン）

・FIX窓

・縦すべり出し窓（オペレーター） RWG225
・横すべり出し窓（オペレーター）
・高所用横すべり出し窓

・単体引違い窓 RWG236
・面格子付引違い窓
・シャッター付引違い窓
・装飾引違い窓
※いずれも２・４枚建、ＨＫ・ＨＫＫタイプ含む

・単体引違い窓(フラットタイプ) RWG239
※いずれも２・４枚建含む

・上げ下げ窓 RWG226
・面格子付上げ下げ窓

・テラスドア RWG227
・勝手口ドア

・採風勝手口ドア RWG228
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TWコーディネート  トリプルガラス シャッター付引違い窓 RWG281
（クリプトンガス入り） 装飾引違い窓

※２枚建、ＨＫ、ＨＫＫタイプ含む

TWコーディネート  トリプルガラス シャッター付引違い窓 RWG282
（アルゴンガス入り） 装飾引違い窓

※２枚建、ＨＫ、ＨＫＫタイプ含む

TWコーディネート  複層ガラス シャッター付引違い窓 RWG283
（アルゴンガス入り） 装飾引違い窓

※２枚建、ＨＫ、ＨＫＫタイプ含む

防火戸サーモスX トリプルガラス シャッター付引違い窓 RWG030
（クリプトンガス入り） ※２・４枚建含む

防火戸サーモスX トリプルガラス シャッター付引違い窓 RWG031
（アルゴンガス入り） ※２・４枚建含む

防火戸サーモスX 複層ガラス 縦すべり出し窓（グレモン） Ｔ、ＴＦ RWG019
（アルゴンガス入り） 横すべり出し窓（グレモン）

高所用横すべり出し窓
ＦＩＸ窓

縦すべり出し窓（オペレーター） RWG066

単体引違い窓 RWG054
面格子付引違い窓

シャッター付引違い窓 RWG020
※２・４枚建含む

上げ下げ窓 RWG067
面格子付上げ下げ窓

開き窓テラス RWG021

採風勝手口ドア RWG070

TW防火戸 シャッター付引違い窓 ・シャッター付引違い窓
※２・４枚建含む

RWG240
トリプルガラス
（クリプトンガス入り）

TW防火戸 トリプルガラス ・シャッター付引違い窓
※２・４枚建含む

RWG241
（アルゴンガス入り）

・縦すべり出し窓（グレモン）  T、TF RWG288
・横すべり出し窓（グレモン）

・FIX窓 RWG289

TW防火戸 複層ガラス ・縦すべり出し窓（グレモン）  T、TF RWG229
（アルゴンガス入り） ・横すべり出し窓（グレモン） 

・FIX窓

・縦すべり出し窓（オペレーター） RWG230
・横すべり出し窓（オペレーター）
・高所用横すべり出し窓

・単体引違い窓 RWG242
・面格子付引違い窓

・シャッター付引違い窓 RWG243
※２・４枚建含む

・上げ下げ窓
・面格子付上げ下げ窓 RWG231

・開き窓テラス RWG232

・採風勝手口ドア RWG233

TW防火戸 コーディネート シャッター付引違い窓 RWG284
シャッター付引違い窓
トリプルガラス （クリプトンガス入り）

TW防火戸 コーディネート シャッター付引違い窓 RWG285
シャッター付引違い窓
トリプルガラス （アルゴンガス入り）

TW防火戸 コーディネート 単体引違い窓 RWG286
複層ガラス （アルゴンガス入り）

シャッター付引違い窓 RWG287
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サーモスⅡ－Ｈ 縦すべり出し窓（オペレーター・カムラッチ） （21年11月～） RWG204
※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む 
横すべり出し窓（オペレーター・カムラッチ） （21年11月～）
高所用横すべり出し窓 （21年11月～）

ＦＩＸ窓(外押縁タイプ）

縦すべり出し窓（オペレーター）（～21年10月） RWG023
※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む
横すべり出し窓（オペレーター）（～21年10月）
高所用横すべり出し窓（～21年10月）

ＦＩＸ窓（内押縁タイプ） RWG117

縦すべり出し窓（カムラッチ）（～21年10月） RWG048
※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む
横すべり出し窓（カムラッチ）（～21年10月）
内倒し窓
外倒し窓

ブリッジ枠
単体引違い窓 RWG154
シャッター付引違い窓
雨戸付引違い窓
面格子付引違い窓
装飾引違い窓
※いずれも２・４枚建、ＨＫ・ＨＫＫタイプ含む

レール間カバー枠 RWG156
単体引違い窓
シャッター付引違い窓
雨戸付引違い窓
面格子付引違い窓

サーモスⅡ－Ｈ 上げ下げ窓ＦＳ RWG024
面格子付上げ下げ窓ＦＳ

テラスドア RWG025
勝手口ドア（中桟腰パネル付は除く）

勝手口ドア（中桟腰パネル付） RWG068

採風勝手口ドア FS RWG111
単体引違い窓（中桟付）

ルーバー窓 ＩＦ RWG084

サーモスⅡ－Ｈ コーディネート 断熱土間引戸（中桟腰パネル付） RWG094

ガゼリアＮ スライド（中桟腰パネル付） RWG093

オープンウィン RWG164
引違い窓３本レール
引違い窓外付型
引違い窓半外付型アングル無枠
オーニング窓
台形ＦＩＸ
サークルＦＩＸ（中空層：乾燥空気のみ）
ノンレールサッシ
ガゼリアＮ （腰パネル付を除く）
断熱土間引き戸（腰パネル付を除く）
出窓
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防火戸FG-H 縦すべり出し窓（オペレーター）Ｔ、Ｔ/Ｆ（21年11月～） RWG205
縦すべり出し窓（オペレーター）ＴＦ（22年10月～）
横すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～）
段窓排気ファン付横すべり出し窓(オペレーター)（21年11月～）
高所用横すべり出し窓（21年11月～）
※網入り複層ガラス

縦すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～） RWG206
横すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～）
※安全合わせ複層ガラス

縦すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～） RWG207
横すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～）
※耐熱強化透明複層ガラス

縦すべり出し窓（カムラッチ）（21年11月～） RWG208
横すべり出し窓（カムラッチ）（21年11月～）

縦すべり出し窓(オペレーター）Ｔ、Ｔ／Ｆ（～21年10月） RWG034
段窓排気ファン付縦すべり出し窓(オペレーター）（～21年10月）
横すべり出し窓(オペレーター）（～21年10月）
高所用横すべり出し窓（～21年10月）

FIX窓(外押縁タイプ） RWG162

FIX窓（内押縁タイプ） RWG076

ブリッジ枠 RWG158
単体引違い窓
面格子付引違い窓

レール間カバー枠 RWG157
単体引違い窓
面格子付引違い窓

ブリッジ枠 RWG159
シャッター付引違い窓
※２・４枚建含む

レール間カバー枠 RWG161
シャッター付引違い窓
※２・４枚建含む

シャッター付引違い窓（中桟付） RWG179
※２・４枚建含む

上げ下げ窓FS RWG035
面格子付上げ下げ窓FS
内倒し窓
外倒し窓
採風勝手口ドアFS

開き窓テラス RWG036

防火戸ＦＧ－Ｈ コーディネート ガゼリアＮ RWG182
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サーモスＬ 縦すべり出し窓（オペレーター・カムラッチ） （21年11月～） RWG209
※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む 
横すべり出し窓（オペレーター・カムラッチ） （21年11月～）
高所用横すべり出し窓 （21年11月～）
ＦＩＸ窓(外押縁タイプ）

縦すべり出し窓（オペレーター）（～21年10月） RWG050
※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む
横すべり出し窓（オペレーター）（～21年10月）
高所用横すべり出し窓（～21年10月）

ＦＩＸ窓（内押縁タイプ） RWG118

縦すべり出し窓（カムラッチ）（～21年10月） RWG051
※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む
横すべり出し窓（カムラッチ）（～21年10月）
内倒し窓
外倒し窓

単体引違い窓 RWG155
シャッター付引違い窓
雨戸付引違い窓
面格子付引違い窓
装飾引違い窓
※いずれも２・４枚建、ＨＫ・ＨＫＫタイプ含む

上げ下げ窓ＦＳ RWG052
面格子付上げ下げ窓ＦＳ

テラスドア RWG053
勝手口ドア(中桟腰パネル付は除く）

勝手口ドア（中桟腰パネル付） RWG069

採風勝手口ドア FS RWG112
単体引違い窓（中桟付）

ルーバー窓 ＩＦ RWG085

サーモスL コーディネート 断熱土間引戸（中桟腰パネル付） RWG098

ガゼリアＮ スライド（中桟腰パネル付） RWG097

オープンウィン RWG181
引違い窓3本レール
引違い窓外付型
引違い窓半外付型 アングル無枠
オーニング窓
台形ＦＩＸ窓
サークルＦＩＸ（中空層：乾燥空気のみ）
出窓
ノンレールサッシ
ガゼリアＮ（腰パネル付を除く）
断熱土間引き戸（腰パネル付を除く）
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防火戸FG-L 縦すべり出し窓（オペレーター）Ｔ、Ｔ/Ｆ（21年11月～） RWG210
縦すべり出し窓（オペレーター）ＴＦ（22年10月～）
横すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～）
段窓排気ファン付横すべり出し窓(オペレーター)（21年11月～）
高所用横すべり出し窓（21年11月～）
※網入り複層ガラス

縦すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～） RWG211
横すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～）
※安全合わせ複層ガラス

縦すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～） RWG212
横すべり出し窓（オペレーター）（21年11月～）
※耐熱強化透明複層ガラス

縦すべり出し窓（カムラッチ）（21年11月～） RWG213
横すべり出し窓（カムラッチ）（21年11月～）

縦すべり出し窓(オペレーター）Ｔ、Ｔ／Ｆ（～21年10月） RWG072
段窓排気ファン付縦すべり出し窓(オペレーター）（～21年10月）

横すべり出し窓(オペレーター）（～21年10月）
高所用横すべり出し窓（～21年10月）

FIX窓(外押縁タイプ） RWG163

FIX窓（内押縁タイプ） RWG077

単体引違い窓 RWG078
面格子付引違い窓

シャッター付引違い窓 RWG160
※２・４枚建含む

シャッター付引違い窓（中桟付） RWG180
※２・４枚建含む

開き窓テラス RWG073

上げ下げ窓ＦＳ RWG175
面格子付上げ下げ窓ＦＳ
内倒し窓
外倒し窓
採風勝手口ドアＦＳ

防火戸ＦＧ－Ｌ コーディネート ガゼリアＮ RWG183
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サーモスＡ 高所用横すべり出し窓 RWG168

上げ下げ窓ＦＳ RWG167
面格子付上げ下げ窓ＦＳ
縦すべり出し窓（カムラッチ）
横すべり出し窓（カムラッチ）
内倒し窓
外倒し窓
採風勝手口ドアＦＳ

単体引違い窓 RWG324
面格子付き引違い窓
シャッター付引違い窓
雨戸付引違い窓
※２・４枚建含む

ＦＩＸ窓（内押縁タイプ） RWG169

防火戸ＦＧ－Ａ 高所用横すべり出し窓 RWG171

上げ下げ窓ＦＳ RWG170
面格子付上げ下げ窓ＦＳ
縦すべり出し窓（オペレーター）（～21年11月）
横すべり出し窓（オペレーター）（～21年11月）
縦すべり出し窓（カムラッチ）（21年11月～）
横すべり出し窓（カムラッチ）（21年11月～）
内倒し窓
外倒し窓
採風勝手口ドアＦＳ

単体引違い窓 RWG325
面格子付き引違い窓

ＦＩＸ窓（内押縁タイプ） RWG172

シャッター付引違い窓 RWG173
※2・４枚建含む

スカイシアター ＴＴ電動型 RWG174
ＴＴ手動型
ＴＦ型

ワイドウィン ＨＫ RWG165
ＨＫＫ
ＦＩＸ窓

シンフォニーW/M 勝手口ドア(中桟腰パネル付） RWG113

断熱土間引戸（中桟腰パネル付） RWG102

ガゼリアＮ スライド（中桟腰パネル付） RWG101

ダブルガラスルーバー窓 RWG087
面格子付ダブルガラスルーバー窓

デュオＰＧ 勝手口ドア（中桟腰パネル付） RWG114

ガゼリアＮ スライド（中桟腰パネル付） RWG107

ダブルガラスルーバー窓 RWG086
面格子付ダブルガラスルーバー窓
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リプラス専用枠 引違い窓 単体枠用 RWG074A
※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

引違い窓 雨戸枠用
引違い窓 シャッター枠用 RWG074B

【樹脂スペーサー仕様】

縦すべり出し窓 RWG153A
横すべり出し窓 【アルミスペーサー仕様】

RWG153B
【樹脂スペーサー仕様】

引違い窓 外付単体枠用 RWG166A
引違い窓 外付雨戸・シャッター枠用 【アルミスペーサー仕様】

RWG166B
【樹脂スペーサー仕様】

リプラス専用枠（23年4月発売～） 引違い窓 RWG300
※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

※内嵌め用、浴室用含む
RWG298
【樹脂スペーサー仕様】

縦すべり出し窓（オペレーター）※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む RWG301
ＦＩＸ窓(外押縁タイプ） 【アルミスペーサー仕様】

※いずれも内嵌め用、浴室用含む
RWG299
【樹脂スペーサー仕様】

引違い窓(中桟付) RWG315

※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

※内嵌め用、浴室用含む
RWG314
【樹脂スペーサー仕様】

リプラス汎用枠 装飾引違い窓（内外色組合せ） RWG246
※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

RWG256
【樹脂スペーサー仕様】

装飾引違い窓（内外同系色） RWG247

※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

RWG257
【樹脂スペーサー仕様】

装飾引違い窓（中桟付）（内外色組合せ） RWG316
※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

RWG320
【樹脂スペーサー仕様】

装飾引違い窓（中桟付）（内外同系色） RWG317

※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

RWG321
【樹脂スペーサー仕様】

縦すべり出し窓（オペレーター・カムラッチ） RWG244
※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む 【アルミスペーサー仕様】

横すべり出し窓（オペレーター・カムラッチ）
高所用横すべり出し窓 RWG254

【樹脂スペーサー仕様】

ＦＩＸ窓(内押縁・外押縁タイプ） RWG245
【アルミスペーサー仕様】

RWG255
【樹脂スペーサー仕様】

上げ下げ窓FS RWG248
【アルミスペーサー仕様】

RWG258
【樹脂スペーサー仕様】
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リプラス汎用枠（内嵌め） 装飾引違い窓（内外色組合せ） RWG251
※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

RWG261
【樹脂スペーサー仕様】

装飾引違い窓（内外同系色） RWG252

※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

RWG262
【樹脂スペーサー仕様】

装飾引違い窓（中桟付）（内外色組合せ） RWG318
※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

RWG322
【樹脂スペーサー仕様】

装飾引違い窓（中桟付）（内外同系色） RWG319

※２・４枚建含む 【アルミスペーサー仕様】

RWG323
【樹脂スペーサー仕様】

縦すべり出し窓（オペレーター・カムラッチ） RWG249
※Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ含む 【アルミスペーサー仕様】

横すべり出し窓（オペレーター・カムラッチ）
高所用横すべり出し窓 RWG259

【樹脂スペーサー仕様】

ＦＩＸ窓(内押縁・外押縁タイプ） RWG250
【アルミスペーサー仕様】

RWG260
【樹脂スペーサー仕様】

上げ下げ窓FS RWG253
【アルミスペーサー仕様】

RWG263
【樹脂スペーサー仕様】

リプラス高断熱汎用枠 トリプルガラス 単体引違い窓 RWG266
（クリプトンガス入り） ※２・４枚建含む

縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG264
横すべり出し窓(グレモン）
FIX窓

高所用横すべり出し窓 RWG265

上げ下げ窓 RWG267

リプラス高断熱汎用枠 トリプルガラス（内嵌め） 単体引違い窓 RWG270
（クリプトンガス入り） ※２・４枚建含む

縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG268
横すべり出し窓(グレモン）
FIX窓

高所用横すべり出し窓 RWG269

上げ下げ窓 RWG271

リプラス高断熱汎用枠 トリプルガラス 単体引違い窓 RWG274
（アルゴンガス入り） ※２・４枚建含む

縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG272
横すべり出し窓(グレモン）
FIX窓

高所用横すべり出し窓 RWG273

上げ下げ窓 RWG275

リプラス高断熱汎用枠 トリプルガラス（内嵌め） 単体引違い窓 RWG278
（アルゴンガス入り） ※２・４枚建含む

縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG276
横すべり出し窓(グレモン）
FIX窓

高所用横すべり出し窓 RWG277

上げ下げ窓 RWG279
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リプラス高断熱汎用枠 複層ガラス 単体引違い窓 RWG292
（アルゴンガス入り） ※２・４枚建含む

縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG290
横すべり出し窓(グレモン）
FIX窓

高所用横すべり出し窓 RWG291

上げ下げ窓 RWG293

リプラス高断熱汎用枠 複層ガラス（内嵌め） 単体引違い窓 RWG296
（アルゴンガス入り） ※２・４枚建含む

縦すべり出し窓(グレモン）  T、TF、TFT RWG294
横すべり出し窓(グレモン）
FIX窓

高所用横すべり出し窓 RWG295

上げ下げ窓 RWG297

リフレム樹脂窓用カバーモールⅡ＋ 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ／Ｆ RWG304
EW（トリプルガラス仕様） 横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ／Ｆ
（クリプトンガス入り） 高所用横すべり出し窓 ＫＳ

大開口横すべり出し窓 ＤＳ
ＦＩＸ窓 Ｆ
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ（２枚建、４枚建） RWG302
引違い窓 ＨＫＫ

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG306

リフレム樹脂窓用カバーモールⅡ＋ 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ／Ｆ RWG305
EW（トリプルガラス仕様） 横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ／Ｆ
（アルゴンガス入り） 高所用横すべり出し窓 ＫＳ

大開口横すべり出し窓 ＤＳ
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ
ＦＩＸ窓 Ｆ
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ（２枚建、４枚建） RWG303
引違い窓 ＨＫＫ

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG307

リフレム樹脂窓用カバーモールⅡ＋ 縦すべり出し窓 Ｔ、ＴＦ、ＴＦＴ、Ｔ/Ｆ RWG311
＋EW(複層ガラス仕様) 横すべり出し窓 Ｓ、ＳＦ、Ｓ/Ｆ、ＳＦＳ、ＳＳ 【樹脂スペーサー仕様】

高所用横すべり出し窓 ＫＳ
大開口横すべり出し窓 ＤＳ RWG310
開き窓テラス Ｃ、ＣＦ、ＣＦＣ 【アルミスペーサー仕様】

ＦＩＸ窓 Ｆ、ＦＦ
テラスドア ＴＤ、ＴＤＦW、ＴＤＦ、ＴＤＦＴＤ
勝手口ドア（一枚ガラスタイプ） ＫＤ

引違い窓 ＨＨ （２枚建 、４枚建） RWG309
引違い窓 ＨＫＫ 【樹脂スペーサー仕様】

RWG308
【アルミスペーサー仕様】

勝手口ドア（中桟パネル付タイプ） ＫＤ RWG313
【樹脂スペーサー仕様】

RWG312
【アルミスペーサー仕様】
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