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［樹脂］＋［Low-E複層ガラス］で実現した
国内最高レベルの断熱性。
冷気や直射日光に負けない、快適な空間が生まれます。

冬暖かく、夏涼しい。窓の違いが “いごこちの違い”になります。

GOOD
DESIGN

Low-E複層ガラス
だから熱の出入りを
軽減します。
ガラス構成：
3mm＋Ａ16＋3mm

目的別に選択できる
ガラスでよりよい効果が
得られます。

2枚のガラスの空気層と
ガラス内側の金属コーティングにより
熱の伝わりを軽減。
単板ガラスの約4倍の
断熱効果を発揮します。

夏場の冷房効果を高める遮熱タイプと
冬場の暖房効果を高める断熱タイプを
お選びいただけます。

樹脂だから
結露の発生を軽減します。
樹脂の熱の伝わりは、アルミの約1,000分の1。
室内外の温度差で生じる結露を大幅に軽減します。

APW330は「省エネ建材等級」において
最高等級★★★★の商品です。

APW330は「生態系配慮」において
YKK APのエコ商品の開発におけ
る環境アセスメントの評価点が基準
点以上のエコクローバー商品です。

光を活かす、風を取り込むスリットシャッター。
スリット開口率が従来の3.3倍と、大幅にアップしました。
開放感がありながら夏場の日差しはしっかりカット。
日中は降ろして使っていただきたいシャッターです。

スラットとスラットの間に通気孔（スリット）を設
けることで、シャッターを閉めた状態でも光と風が
取り込めます。ほどよい目隠しが強い日差しと視線
をガード。窓とプライバシーを守りつつ、暮らしに
快適さをプラスします。
スリットは全閉することもできます。

〔スリット開〕

窓や玄関ドアは「環境性能」で選ぶ時代です。
樹脂の窓だからこそ、できることがあります。エアコンの仕事を減らす窓。つまり、エコな窓です。

光を活かす。風を取り込む、スリットシャッターはパッシブエコの必需品です。

断熱性能
K値＝1.72（1.85）W/㎡・K※

※K値＝1.72は開き窓、1.85は引き違い窓の数値です。
●単板ガラス付アルミサッシ　K値＝6.51W/㎡・Kvs

■光を風を取り込むワイドなスリット

強い日差しや視線をさえぎりながら通風・
採光が可能です。シャッターを閉めながら室
内に光と風を取り込むことができます。

上部のスリットを開けながら、下部のスリッ
トを閉じた状態です。防犯性を高めながらも
通風・採光することができます。

スリットを全閉し、窓を覆うシャッターとし
てお使いいただけます。この状態ではスラッ
トと窓ガラスの間に空気層が生まれ、断熱性
の向上が得られます。

スラットがすだれのような役割となり、強い
日差しをカット。柔らかな光を室内に取り込
みます。

リモコン電動 ●スイッチひとつの遠隔操作

ご存じでしたか？部屋のいごこちは、窓の選び方ひとつで、大きく変わってくることを。

いい窓は仕事をします。部屋の空気を気持ちいい温度に保ってくれます。

窓際の日差しや冷気にだって負けません。だから、エアコンも一日中がんばらなくていい。

これから選びたいのは、そんなふうに住む人と環境のことを考えた「エコな窓」です。

快適性
国内最高水準の

断熱性能を持つ樹脂窓は
熱の出入りを抑えます。

だから部屋の中はいつも快適。

エコロジー
エアコンの仕事を減らすことは
住まいから排出されるCO2を

大幅に減らすこと。
地球温暖化防止に貢献します。

デザイン・
高品質

どんな住宅とも調和する
シンプルで洗練されたデザイン。
さらに、安心のメーカー
10年保証を実現しました。

APW330にすると、3℃も暖かい！
Low-E複層ガラスの熱の逃げにくさは、単板
ガラスのなんと約4倍。外気温が同じ条件で
比べても、真冬の早朝の室内温度に大きく差が
出ます。

APW330にすると、2℃も涼しい！
Low-E複層ガラスは、太陽の熱をなんと約60％
もカットします。夏の直射日光を受けても室内温
度が上がりにくく、冷房効果を落としません。

Kn wledgeナレッジ

ＩＴ住宅
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省エネルギー住宅の前提は
高気密施工に基づく高断熱性能住宅です。

国内最高水準断熱材硬質ウレタンフォームアキレス外張り工法採用。

外壁

防水テープ

防水紙

通気垂木（上）

相尺り加工
垂木（下）

野地合板

アキレスキューワンボード

屋根

外張り断熱は、木部が断熱に加わり、
室内空間も広々。

アキレス外張り工法では、持続可能な地球環境のため、建物のライフサイクルを通して
環境対策に取り組んでいます。建物の省エネルギー性はもちろん、材料自体の環境性能を高め、
長命で資産価値の高いサスティナブル建築の実現に貢献しています。

サスティナブル、エコロジー。アキレスは人にやさしく、
地球にやさしい住宅建築を提案します。 両面に難燃加工特殊防湿

面材を一体成型した専用
断熱材「アキレスキューワ
ンボード」を垂木の上に施
工します。ボード自体の強
度が強く、踏み抜き防止の
ための下地合板が不要で
す。表面には防滑加工が施
されており、屋根断熱施工
の安全性、施工スピードが
格段に向上します。

ノンフロン

リサイクルリデュース

Action
for

Sustainability

E C O  P R O J E C T

スーパーウレタンノンフロン超低熱伝導
フォーム（キューワンボード）外張り工法

Ⅱ地域 Ⅲ地域 Ⅳ地域 Ⅴ地域
 　型式認定 型式認定Ａ  型式認定Ｂ  仕様規定  型式認定Ｃ  型式認定Ｄ  仕様規定  型式認定

屋根※３ ５ ５０ ４５ ５０ ４５
 壁 ０ ３６ ３０ ３６ ３０
基礎※３ ０ ３６ ※４ ３０ ３６ ※４ ３０

．２３ ．２３ ９１ ３．４９ ４．０７ ３．４９ ※５

キューワンボード
の厚さ [㎜ ]

開口部の性能 [W/(m２･K)]

● 省エネルギー対策等級 4とするための必要厚さと開口部仕様（住宅型式性能認定、仕様規定）

2※2※

基礎

土間を防湿し、基礎の外側に「キュー
ワンボード」を施工します。床下の断
熱・気密性が格段に向上し、不快な床
下からのすきま風や結露の発生を防
ぎます。また床下を収納スペースと
して有効利用したり、パッシブデザイ
ンの蓄熱体として活用できます。

●ノンフロン発泡です。
●優れた長期断熱性能を実現しました。
  （熱伝導率 0.021W/(m･K) ）

● 熱伝導率の比較 グラスウールの1.7倍の断熱性能。
 断熱材 規 格 熱伝導率 W/ (m･K )

0.01 0.02 0.03

キューワンボード 測定値 ※1 0.021
硬質ウレタンフォーム保温板２種 JIS A 9511 0.024
フェノールフォーム保温板１種 JIS A 9511 0.022
押出法ポリスチレンフォーム保温板３種 JIS A 9511 0.028
高性能グラスウール断熱材 24K 相当 ※2 0.036
※1 第三者機関による測定値　　　※2 ｢住宅の省エネルギー基準の解説｣

発泡樹脂系断熱材の断熱性
能は発泡直後から経時に伴
い低下し、概ね一定値に収
束します。キューワンボー
ドはセルの微細化による初
期値向上のほか、経年変化
を抑えることにより長期性
能の向上も可能にしました。

気密性能
C値（平均実測値）＝0.91c㎡/㎡※

※防火基準・プラン等により数値は若干異なる場合があります。
●次世代省エネルギー基準（Ⅲ地域以南）C値＝5.0c㎡/㎡

断熱性能
Q値＝1.16（1.13）W/㎡・K※
※1.16はⅢ・Ⅳ・Ⅴ地域、1.13はⅡ地域のQ値です。

●次世代省エネルギー基準（Ⅳ・Ⅴ地域）Q値＝2.7W/㎡・K

断熱性能
熱伝導率＝0.021W/m・K
●グラスウール熱伝導率＝0.050W/m・Kvs

外装材

水切

通気胴縁

防水テープ

キューワンボード

キューワンボード

相尺り加工

４
3
3

◎躯体全体を外側から覆う工法なので、断熱・気密
工事の信頼性に優れます。
◎内部結露を防止し、構造体が室内環境下にあるた
め、木材の耐久性を維持します。
◎全室暖房を省エネルギーで実現でき、部屋間の温
度差を解消。
　結露発生によるカビ・ダニの繁殖や、冷ショック
による健康被害を抑制します。
◎高い気密性能と換気システムの採用で計画換気を
実現。シックハウス対策に効果的です。
◎在来軸組、ツーバイ、各種合理化構法などあらゆ
る木造躯体に対応します。
◎次世代省エネルギー基準（平成11年基準）に適
合しています。
◎トップランナー基準をクリアしています。

夏

屋上緑化

ファン

吹き抜け

庇の張出しや緑化などにより陽射しを和らげ、通風に配慮する。

冬

ファン

吹き抜け

南面の大きな窓から太陽熱を取り込み蓄熱する。

微気候をデザインする

戸建住宅の省エネを促進
従来の硬質ウレタンフォームの常
識を破る経年性能に優れた高性能
硬質ウレタンフォームボードで
す。面材には遮熱性能に優れた新
タイプのアルミ箔を採用。「フォー
ム」と「面材」の相乗効果で省エ
ネルギーに貫献します。

遮熱性能

フォーム性能

遮熱性能に優れた赤外線高反射タイプのアルミニ
ウム箔面材付きです。夏季の外壁貫流熱量が約
48%減少（当社従来品比）

セルを微細にすることによって優れた断熱性能を実現しま
した。初期値O.019W/（m・K）、設計値O.021W/（m・K）

外張り工法

ナレッジは住宅性能評価省エネルギー対策等級、最高等級4を取得できる住宅です。
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発泡樹脂系断熱材の断熱性
能は発泡直後から経時に伴
い低下し、概ね一定値に収
束します。キューワンボー
ドはセルの微細化による初
期値向上のほか、経年変化
を抑えることにより長期性
能の向上も可能にしました。

気密性能
C値（平均実測値）＝0.91c㎡/㎡※

※防火基準・プラン等により数値は若干異なる場合があります。
●次世代省エネルギー基準（Ⅲ地域以南）C値＝5.0c㎡/㎡

断熱性能
Q値＝1.16（1.13）W/㎡・K※
※1.16はⅢ・Ⅳ・Ⅴ地域、1.13はⅡ地域のQ値です。

●次世代省エネルギー基準（Ⅳ・Ⅴ地域）Q値＝2.7W/㎡・K

断熱性能
熱伝導率＝0.021W/m・K
●グラスウール熱伝導率＝0.050W/m・Kvs

外装材

水切

通気胴縁

防水テープ

キューワンボード

キューワンボード

相尺り加工

４
3
3

◎躯体全体を外側から覆う工法なので、断熱・気密
工事の信頼性に優れます。

◎内部結露を防止し、構造体が室内環境下にあるた
め、木材の耐久性を維持します。

◎全室暖房を省エネルギーで実現でき、部屋間の温
度差を解消。

　結露発生によるカビ・ダニの繁殖や、冷ショック
による健康被害を抑制します。

◎高い気密性能と換気システムの採用で計画換気を
実現。シックハウス対策に効果的です。

◎在来軸組、ツーバイ、各種合理化構法などあらゆ
る木造躯体に対応します。

◎次世代省エネルギー基準（平成11年基準）に適
合しています。

◎トップランナー基準をクリアしています。

夏

屋上緑化

ファン

吹き抜け

庇の張出しや緑化などにより陽射しを和らげ、通風に配慮する。

冬

ファン

吹き抜け

南面の大きな窓から太陽熱を取り込み蓄熱する。

微気候をデザインする

戸建住宅の省エネを促進
従来の硬質ウレタンフォームの常
識を破る経年性能に優れた高性能
硬質ウレタンフォームボードで
す。面材には遮熱性能に優れた新
タイプのアルミ箔を採用。「フォー
ム」と「面材」の相乗効果で省エ
ネルギーに貫献します。

遮熱性能

フォーム性能

遮熱性能に優れた赤外線高反射タイプのアルミニ
ウム箔面材付きです。夏季の外壁貫流熱量が約
48%減少（当社従来品比）

セルを微細にすることによって優れた断熱性能を実現しま
した。初期値O.019W/（m・K）、設計値O.021W/（m・K）

外張り工法

ナレッジは住宅性能評価省エネルギー対策等級、最高等級4を取得できる住宅です。


