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製品区分 製品名 ガラスの仕様 サイズ 型番 グレードコード 備考

リフォーム用 アタッチメント付複層ガラス アタッチメント付Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 大（L） TSALGLR3L R3

リフォーム用 アタッチメント付複層ガラス アタッチメント付Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 中（M） TSALGLR3M R3

リフォーム用 アタッチメント付複層ガラス アタッチメント付Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 小（S） TSALGLR3S R3

リフォーム用 アタッチメント付複層ガラス アタッチメント付Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 大（L） TSALALR3L R3

リフォーム用 アタッチメント付複層ガラス アタッチメント付Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 中（M） TSALALR3M R3

リフォーム用 アタッチメント付複層ガラス アタッチメント付Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 小（S） TSALALR3S R3

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：0.54以下 大（L） TS3FLGAL GA

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：0.54以下 中（M） TS3FLGAM GA

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：0.54以下 小（S） TS3FLGAS GA

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：0.99以下 大（L） TS3FLGBL GB

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：0.99以下 中（M） TS3FLGBM GB

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：0.99以下 小（S） TS3FLGBS GB

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.0以下 大（L） TS3FLGCL GC

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.0以下 中（M） TS3FLGCM GC

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.0以下 小（S） TS3FLGCS GC

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.3以下 大（L） TS3FLGDL GD

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.3以下 中（M） TS3FLGDM GD

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.3以下 小（S） TS3FLGDS GD

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 大（L） TS3FLGEL GE

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 中（M） TS3FLGEM GE

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 小（S） TS3FLGES GE

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 大（L） TS3FLGFL GF

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 中（M） TS3FLGFM GF

汎用ガラス トリプルガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 小（S） TS3FLGFS GF

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.3以下 大（L） TSLGLGDL GD

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.3以下 中（M） TSLGLGDM GD

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.3以下 小（S） TSLGLGDS GD

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 大（L） TSLGLGEL GE

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 中（M） TSLGLGEM GE

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 小（S） TSLGLGES GE

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 大（L） TSLGLGFL GF

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 中（M） TSLGLGFM GF

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 小（S） TSLGLGFS GF

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 大（L） TSLGLGGL GG

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 中（M） TSLGLGGM GG

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 小（S） TSLGLGGS GG

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.2以下 大（L） TSLGLGHL GH

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.2以下 中（M） TSLGLGHM GH

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.2以下 小（S） TSLGLGHS GH

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 大（L） TSLGLGIL GI

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 中（M） TSLGLGIM GI

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 小（S） TSLGLGIS GI
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汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 大（L） TSLGLGJL GJ

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 中（M） TSLGLGJM GJ

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 小（S） TSLGLGJS GJ

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 大（L） TSLALGEL GE

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 中（M） TSLALGEM GE

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.4以下 小（S） TSLALGES GE

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 大（L） TSLALGFL GF

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 中（M） TSLALGFM GF

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.7以下 小（S） TSLALGFS GF

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 大（L） TSLALGGL GG

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 中（M） TSLALGGM GG

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 小（S） TSLALGGS GG

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.2以下 大（L） TSLALGHL GH

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.2以下 中（M） TSLALGHM GH

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.2以下 小（S） TSLALGHS GH

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 大（L） TSLALGIL GI

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 中（M） TSLALGIM GI

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 小（S） TSLALGIS GI

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 大（L） TSLALGJL GJ

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 中（M） TSLALGJM GJ

汎用ガラス Low-E複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 小（S） TSLALGJS GJ

汎用ガラス 一般複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 大（L） TSFALGJL GJ

汎用ガラス 一般複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 中（M） TSFALGJM GJ

汎用ガラス 一般複層ガラス ガラス中央部熱貫流率：2.8以下 小（S） TSFALGJS GJ

汎用ガラス トリプルガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 大（L） TS3FSLR6L R6

汎用ガラス トリプルガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 中（M） TS3FSLR6M R6

汎用ガラス トリプルガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 小（S） TS3FSLR6S R6

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 大（L） TSLGSLR6L R6

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 中（M） TSLGSLR6M R6

汎用ガラス Low-E複層ガラスガス入り(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 小（S） TSLGSLR6S R6

汎用ガラス Low-E複層ガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 大（L） TSLASLR6L R6

汎用ガラス Low-E複層ガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 中（M） TSLASLR6M R6

汎用ガラス Low-E複層ガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 小（S） TSLASLR6S R6

汎用ガラス 一般複層ガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 大（L） TSFASLR6L R6

汎用ガラス 一般複層ガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 中（M） TSFASLR6M R6

汎用ガラス 一般複層ガラス(遮蔽対応) ガラス日射熱取得率：η 0.65以下 小（S） TSFASLR6S R6

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 大（L） TS2W2LW1L W1

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 中（M） TS2W2LW1M W1

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 小（S） TS2W2LW1S W1

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 大（L） TS2W2LW2L W2

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 中（M） TS2W2LW2M W2

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 小（S） TS2W2LW2S W2
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二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 大（L） TS2W2LW3L W3

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 中（M） TS2W2LW3M W3

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 小（S） TS2W2LW3S W3

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 大（L） TS2W2LW4L W4

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 中（M） TS2W2LW4M W4

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 小（S） TS2W2LW4S W4

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 大（L） TS2W2LW5L W5

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 中（M） TS2W2LW5M W5

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 小（S） TS2W2LW5S W5

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 大（L） TS2W2LW6L W6

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 中（M） TS2W2LW6M W6

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 小（S） TS2W2LW6S W6

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 大（L） TS2W1LW1L W1

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 中（M） TS2W1LW1M W1

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 小（S） TS2W1LW1S W1

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 大（L） TS2W1LW2L W2

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 中（M） TS2W1LW2M W2

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 小（S） TS2W1LW2S W2

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 大（L） TS2W1LW3L W3

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 中（M） TS2W1LW3M W3

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 小（S） TS2W1LW3S W3

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 大（L） TS2W1LW4L W4

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 中（M） TS2W1LW4M W4

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 小（S） TS2W1LW4S W4

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 大（L） TS2W1LW5L W5

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 中（M） TS2W1LW5M W5

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 小（S） TS2W1LW5S W5

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 大（L） TS2W1LW6L W6

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 中（M） TS2W1LW6M W6

二重窓外窓リフォーム品 二重窓外窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 小（S） TS2W1LW6S W6

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 大（L） TS2WU2LW1L W1

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 中（M） TS2WU2LW1M W1

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 小（S） TS2WU2LW1S W1

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 大（L） TS2WU2LW2L W2

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 中（M） TS2WU2LW2M W2

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 小（S） TS2WU2LW2S W2

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 大（L） TS2WU2LW3L W3

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 中（M） TS2WU2LW3M W3

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 小（S） TS2WU2LW3S W3

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 大（L） TS2WU2LW4L W4

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 中（M） TS2WU2LW4M W4

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 小（S） TS2WU2LW4S W4
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二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 大（L） TS2WU2LW5L W5

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 中（M） TS2WU2LW5M W5

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 小（S） TS2WU2LW5S W5

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 大（L） TS2WU2LW6L W6

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 中（M） TS2WU2LW6M W6

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(アタッチメント付複層ガラス) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 小（S） TS2WU2LW6S W6

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 大（L） TS2WU1LW1L W1

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 中（M） TS2WU1LW1M W1

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.5以下 小（S） TS2WU1LW1S W1

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 大（L） TS2WU1LW2L W2

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 中（M） TS2WU1LW2M W2

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：1.9以下 小（S） TS2WU1LW2S W2

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 大（L） TS2WU1LW3L W3

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 中（M） TS2WU1LW3M W3

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.5以下 小（S） TS2WU1LW3S W3

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 大（L） TS2WU1LW4L W4

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 中（M） TS2WU1LW4M W4

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：2.6以下 小（S） TS2WU1LW4S W4

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 大（L） TS2WU1LW5L W5

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 中（M） TS2WU1LW5M W5

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.1以下 小（S） TS2WU1LW5S W5

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 大（L） TS2WU1LW6L W6

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 中（M） TS2WU1LW6M W6

二重窓内窓リフォーム品 二重窓内窓リフォーム品(汎用品) ガラス中央部熱貫流率：3.9以下 小（S） TS2WU1LW6S W6
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