
平成28年省エネルギー基準評価対象製品性能一覧 作成日：2016年6月24日

改定日：2021年4月1日

「令和4年(2022年)3月末まで使用できる建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率と日射熱取得率
株式会社ＬＩＸＩＬ

　　算定対象となるエネルギー消費用途：　暖冷房（外皮：開口部の熱貫流率と日射熱取得率）‥木造 玄関ドア・引戸（大部分がガラスで構成されない開口部）

遮蔽物無し 風除室あり 遮蔽物無し 風除室あり

Low-E複層 ガス層：12㎜以上 1.75 1.49 0.06 0.05

ガラスなし － 1.75 1.49 0.06 0.05

Low-E複層 空気層：10以上 2.33 1.89 0.08 0.06

ガラスなし － 2.33 1.89 0.08 0.06

Low-E複層 空気層：6㎜以上10㎜未満 2.91 2.26 0.10 0.08
複層 空気層：10㎜以上 2.91 2.26 0.10 0.08

Low-E複層 空気層：10㎜以上 3.49 2.59 0.12 0.09

複層 空気層：12㎜以上 3.49 2.59 0.12 0.09

ガラスなし － 3.49 2.59 0.12 0.09

複層 空気層：4㎜以上 4.07 2.90 0.14 0.10

ガラスなし － 4.07 2.90 0.14 0.10

複層 空気層：4㎜以上 4.65 3.18 0.16 0.11

ガラスなし － 4.65 3.18 0.16 0.11

※1 「金属製熱遮断構造の枠」とは、金属製の枠の中間部を樹脂等の断熱性を有する材料で接続した構造の枠をいいます。

※2 「高断熱フラッシュ構造の戸」とは、金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした戸のうち、戸の厚さ60ミリメートル以上のものをいいます。

※3 「樹脂（または木）と金属との複合材料製の枠」とは、屋外側の大半に金属、屋内側の大半に樹脂（または木）を使用した構造の枠をいいます。

※4 「断熱フラッシュ構造の戸」とは、金属製表裏面材の中間に断熱材を密実に充填し、辺縁部を熱遮断構造とした戸をいいます。

※5 「フラッシュ構造の戸」とは、金属製表裏面材の中間に断熱材を充填した構造の戸をいいます。

※6 「ハニカムフラッシュ構造の戸」とは、金属製表裏面材の中間の密閉空気層を紙製又は水酸化アルミニウム製の仕切り材で細分化した構造の戸をいいます。

※7 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいいます。

※8 国立研究開発法人建築研究所ホ－ムペ－ジ内「平成28年省エネルギ－基準に準拠したエネルギ－消費性能の評価に関する技術情報」の熱貫流率及び線熱貫流率

（ドア等の大部分がガラスで構成されない開口部）の熱貫流率の表及び風除室に面する場合の計算式によります。

ＬＩＸＩＬ適合商品枠と戸の仕様 ガラスの仕様 ガラス中空層の仕様 ※7
開口部の熱貫流率［W/（㎡K）］※8 開口部の 日射熱 取得率［η］

枠：指定しない
戸：フラッシュ構造の戸 ※5

・玄関ドアＤＡ [ｋ４仕様]
・玄関ドアＤＡ防火戸 [ｋ４仕様]
・ジエスタ２ [ｋ４仕様]
  （Ｃ１４型、Ｃ７４型、Ｃ９４型を除く）
・ジエスタ２防火戸 [ｋ４仕様]
・断熱玄関引戸 ＰＧシリーズ
  Ｆ１０～１２型

枠：指定しない
戸：ハニカムフラッシュ構造の戸 ※6

・リジェーロα [ｋ４仕様]
・リジェーロα防火戸 [ｋ４仕様]
・外部物置ドア [ｋ４仕様]
・外部物置ドア防火戸 [ｋ４仕様]
・ＥＳ玄関ドア [ｋ４仕様]
・ロンカラーフラッシュドア
 （フラット、ガラリ付、ポスト・アイ付）

枠：金属製熱遮断構造の枠 ※1
戸：高断熱フラッシュ構造の戸 ※2

・グランデル２ [スタンダード仕様]
・アヴァントス (イルミネーションガラス仕様除く）
  １１Ａ／Ｂ型、１３Ａ／Ｂ型、１４Ｂ型、１５Ａ／Ｂ型
  １６Ａ／Ｂ型、１９Ａ／Ｂ型
  ５１型～５４型、５６型

枠：金属製熱遮断構造の枠 ※1
     または
     樹脂（または木）と金属との
     複合材料製の枠 ※3
戸：断熱フラッシュ構造の戸 ※4

・玄関ドアＤＡ [ｋ２仕様]
・玄関ドアＤＡ防火戸 [ｋ２仕様]
・ジエスタ２ [ｋ２仕様]
・ジエスタ２防火戸 [ｋ２仕様]
・リジェーロα [ｋ２仕様]
・リジェーロα防火戸 [ｋ２仕様]
・外部物置ドア [ｋ２仕様]
・外部物置ドア防火戸 [ｋ２仕様]

枠：金属製熱遮断構造の枠 ※1
戸：フラッシュ構造の戸 ※5

・エルムーブ２ （片袖）
  Ｌ１１型、Ｌ１３型、Ｌ１５～Ｌ２３型、Ｌ２５～Ｌ２７型、Ｌ３０型
  Ｌ６１型、Ｌ６２型、Ｌ６４型、Ｌ８１型、Ｌ８２型
・エルムーブ２ （一本引き）
・エルムーブ２防火戸

こちらの対象製品性能一覧は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に登録済みです。
下記製品は構造・形状等での性能確認が可能であるため、上記ポータルサイトにおける性能確認区分は全て「－」となります。
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平成28年省エネルギー基準評価対象製品性能一覧 作成日：2016年6月24日

改訂日：2021年2月19日

「令和4年(2022年)3月末まで使用できる建具とガラスの組み合わせ」による開口部の熱貫流率
株式会社ＬＩＸＩＬ

　　算定対象となるエネルギー消費用途：　暖冷房（外皮：開口部の熱貫流率）‥木造 玄関ドア・引戸（大部分がガラスで構成される開口部）

遮蔽物無し 風除室あり

ガス層：8㎜以上 2.91 2.26 ・断熱玄関引戸 ｋ３シリーズ
  １１型、１３型～２３型、４０型、４１型

ガス層：4㎜以上8㎜未満 3.49 2.59 －

空気層：10㎜以上 2.91 2.26
・断熱玄関引戸 ｋ３シリーズ
  １１型、１３型～２３型、４０型、４１型

空気層：6㎜以上10㎜未満 3.49 2.59 －

空気層：10㎜以上 3.49 2.59 ・断熱玄関引戸 ｋ３シリーズ
  １１型、１３型～２３型、４０型、４１型

空気層：6㎜以上10㎜未満 4.07 2.90 －

ガス層：8㎜以上 3.49 2.59 －

ガス層：4㎜以上8㎜未満 4.07 2.90

・断熱玄関引戸 ＰＧシリーズ
  １５型、１９型
  ３０型～３３型、４０型～４２型
  ７０型～７８型、８０型、９０型～９５型
  ５０型～５４型、５６型
・勝手口引戸Ⅱ [ＰＧタイプ]

空気層：10㎜以上 3.49 2.59 －

空気層：5㎜以上10㎜未満 4.07 2.90

・断熱玄関引戸 ＰＧシリーズ
  １５型、１９型
  ３０型～３３型、４０型～４２型
  ７０型～７８型、８０型、９０型～９５型
  ５０型～５４型、５６型
・勝手口引戸Ⅱ [ＰＧタイプ]

空気層：10㎜以上 4.07 2.90 －

空気層：4㎜以上10㎜未満 4.65 3.18

・断熱玄関引戸 ＰＧシリーズ
  １５型、１９型、Ｗ１１型
  ３０型～３３型、Ｗ３０型、４０型～４２型、Ｗ４０型
  ７０型～７８型、８０型、９０型～９５型
  ５０型～５４型、５６型
・勝手口引戸Ⅱ [ＰＧタイプ]

単板 － 6.51 3.95

・プレナスＸ 片開き
  Ｃ４１型、Ｎ４１型、Ｍ４１型、Ｍ４４型
・プレナスＸ 両開き
  Ｃ４１型
・玄関引戸 ｋ６シリーズ
  <２枚建戸>
  １０型、１１型、３０型、３１型、３３型、３４型、４１型
  ４２型、５０型、５１型、５３型、５９型、７０～７４型
  ７８～８０型、９０型、９３～９５型
  <４枚建戸、一筋引分け戸、一筋片引き戸>
  ５０型、７１型、７２型、７８型、９０型、９３型、９４型
  <引分け戸>
  ５０型、７１型、７２型、９３型、９４型
  <袖付２枚引>
  １０型、１１型、３０型、３３型、３４型、４１型、４２型
・菩提樹
・勝手口引戸Ⅱ [ＳＧタイプ]
・ロンカラーガラスドア
・クリエラガラスドア

※1 「金属製熱遮断構造建具」とは、金属製の建具で、その枠及び框等の中間部を樹脂等の断熱性を有する材料で接続した構造をいいます。

※2 「金属製建具」とは、アルミニウム合金等の金属で構成された構造のものであり、枠等の一部にプラスチック等を使用した構造のものを含みます。

※3 「ガス」とは、アルゴンガス又は熱伝導率がこれと同等以下のものをいいます。

※4 国立研究開発法人建築研究所ホ－ムペ－ジ内「平成28年省エネルギ－基準に準拠したエネルギ－消費性能の評価に関する技術情報」の熱貫流率及び線熱貫流率

（窓等の大部分がガラスで構成される開口部）の熱貫流率の表及び付属部材が付与される場合、風除室に面する場合の計算式によります。

ガラス中空層の仕様 ※3
開口部の熱貫流率［W/（㎡K）］※4

ＬＩＸＩＬ適合商品

金属製熱遮断構造建具 ※1

Low-E複層

複層

金属製建具 ※2

Low-E複層

複層

建具の仕様 ガラスの仕様

こちらの対象製品性能一覧は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会運営の「温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト」に登録済みです。
下記製品は構造・形状等での性能確認が可能であるため、上記ポータルサイトにおける性能確認区分は全て「－」となります。
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