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附属書№

APW430＋ / APW431＋ 引違い窓(2枚建、4枚建) APF0113-4

トリプルガラス（クリプトンガス入り、アルゴンガス入り） 面格子付引違い窓(2枚建)

アングル無 シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)

引違いテラス戸(2枚建、4枚建)

シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建)

たてすべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 APF0001-8

たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓

FIX窓

ツーアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓

開き窓テラス 単窓、FIX連窓 APF0026-8

勝手口ドア 中桟無 APF0002-10

テラスドア 単窓、FIX連窓

勝手口ドア 断熱腰パネル付 APF0003-8

APW430 / APW431 引違い窓(2枚建、4枚建) APF0102-3

トリプルガラス（アルゴンガス入り） 面格子付引違い窓(2枚建)

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)

引違いテラス戸（2枚建、4枚建）

シャッター付引違いテラス戸（2枚建、4枚建）

大開口スライディング 偏芯タイプ、均等タイプ APF0004-4

たてすべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓 APF0005-5

たてすべり出し窓 ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓

FIX窓

ツーアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓※アングル付の設定はありません

開き窓テラス 単窓、FIX連窓 APF0027-4

勝手口ドア 中桟無 APF0006-7

テラスドア 単窓、FIX連窓

勝手口ドア 断熱腰パネル付 APF0007-6

APW430 / APW431防火窓　 シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) APF0122-2

トリプルガラス（アルゴンガス入り） シャッター付引違いテラス戸（2枚建、4枚建）

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） たてすべり出し窓 APF0123-2

すべり出し窓

FIX窓 APF0124-2

APW330 / APW331 引違い窓(2枚建 W≦1,870) APF0008-5

真空トリプルガラス 面格子付引違い窓(2枚建)

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） シャッター付引違い窓(2枚建 W≦1,870)

片引き窓　偏芯タイプ、均等タイプ

両袖片引き窓

片引き窓・両袖片引き窓 FIX段窓

面格子付片引き窓　偏芯タイプ、均等タイプ

面格子付両袖片引き窓

引違い窓(2枚建 1,870＜W、4枚建) APF0092-3

シャッター付引違い窓(2枚建 1,870＜W、4枚建)

引違いテラス戸（2枚建、4枚建） APF0009-5

シャッター付引違いテラス戸（2枚建、4枚建）

たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓、FIX連窓 APF0010-7

たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様）  ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓（グレモンハンドル仕様）  単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）  ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）  単窓、FIX段窓、FIX連窓

高所用すべり出し窓

FIX窓

FIX窓 スリムフレーム

ジョイント窓用 たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓 APF0093-2

ジョイント窓用 たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 すべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓

外倒し窓 単窓、連窓 APF0071-3

片上げ下げ窓 単窓、連窓 APF0011-4

面格子付片上げ下げ窓

勝手口ドア 中桟無 APF0012-6

テラスドア

勝手口ドア 断熱腰パネル付 APF0013-4

自己適合宣言書 文章番号 : APS0001     JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（附属書一覧）

商品 窓種
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附属書№商品 窓種

APW330 / APW331木目仕様 引違い窓(2枚建)

真空トリプルガラス 面格子付引違い窓(2枚建)

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） シャッター付引違い窓(2枚建)

引違いテラス戸（2枚建）

シャッター付引違いテラス戸（2枚建）

たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓、FIX連窓 APF0010-7

たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様）  ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓（グレモンハンドル仕様）  単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）  ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）  単窓、FIX段窓、FIX連窓

高所用すべり出し窓

FIX窓

FIX窓 スリムフレーム

ジョイント窓用 たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓 APF0093-2

ジョイント窓用 たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 すべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓

片上げ下げ窓

面格子付片上げ下げ窓

勝手口ドア 中桟無 APF0012-6

テラスドア

APW331ハイブリッドスライディング 引違いテラス戸（2枚建、4枚建） APF0207

真空トリプルガラス シャッター付引違いテラス戸（2枚建、4枚建）

アングル付

APW330 / APW331 引違い窓(2枚建 W≦1,870) APF0014-7

Low-E複層ガラス 面格子付引違い窓(2枚建)

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） シャッター付引違い窓(2枚建 W≦1,870)

片引き窓　偏芯タイプ、均等タイプ

両袖片引き窓

片引き窓・両袖片引き窓 FIX段窓

面格子付片引き窓　偏芯タイプ、均等タイプ

面格子付両袖片引き窓

引違い窓(2枚建 1,870＜W、4枚建) APF0094-4

シャッター付引違い窓(2枚建 1,870＜W、4枚建)

引違いテラス戸（2枚建、4枚建） APF0015-6

シャッター付引違いテラス戸（2枚建、4枚建）

たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様）  ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓（グレモンハンドル仕様）  単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）  ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）  単窓、FIX段窓、FIX連窓

高所用すべり出し窓

FIX窓

FIX窓 スリムフレーム

ツーアクション窓 単窓、FIX段窓、FIX連窓

ジョイント窓用 たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓 APF0095-3

ジョイント窓用 たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 すべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓

外倒し窓 単窓、連窓 APF0072-3

片上げ下げ窓 単窓、連窓 APF0017-6

面格子付片上げ下げ窓

勝手口ドア 中桟無 APF0018-6

テラスドア

勝手口ドア 断熱腰パネル付 APF0019-5

APF0016-8

APF0054-3

APF0055-3
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附属書№商品 窓種

APW330 / APW331木目仕様 引違い窓(2枚建)

Low-E複層ガラス 面格子付引違い窓(2枚建)

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） シャッター付引違い窓(2枚建)

引違いテラス戸（2枚建）

シャッター付引違いテラス戸（2枚建）

たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様）  ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓（グレモンハンドル仕様）  単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓、FIX連窓

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）  ウインドキャッチ連窓

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）  単窓、FIX段窓、FIX連窓

高所用すべり出し窓

FIX窓

FIX窓 スリムフレーム

ジョイント窓用 たてすべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓 APF0095-3

ジョイント窓用 たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 すべり出し窓（グレモンハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX段窓

ジョイント窓用 FIX窓 単窓、段窓

片上げ下げ窓

面格子付片上げ下げ窓

勝手口ドア 中桟無 APF0018-6

テラスドア

APW331ハイブリッドスライディング 引違いテラス戸（2枚建、4枚建） APF0208

Low-E複層ガラス シャッター付引違いテラス戸（2枚建、4枚建）

アングル付

APW330 / APW331防火窓　 引違い窓(2枚建) APF0020-4

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） 面格子付引違い窓(2枚建)

引違いテラス戸（2枚建） APF0069-3

シャッター付引違い窓(2枚建 W≦1,870) APF0021-5

シャッター付引違い窓(2枚建 1,870＜W、4枚建) APF0096-3

シャッター付引違いテラス戸(2枚建、4枚建) APF0022-4

たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 APF0023-5

たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 

すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓

すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 

高所用すべり出し窓

FIX窓

横スリットFIX窓

たてスリットすべり出し窓

横スリットすべり出し窓

外倒し窓 APF0097-3

片上げ下げ窓 APF0024-4

面格子付片上げ下げ窓

開き窓テラス  標準仕様、2シリンダー仕様 APF0025-4

APW330 / APW331防火窓　木目仕様 シャッター付引違い窓（2枚建）

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） シャッター付引違いテラス戸(2枚建)

たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓 APF0023-5

たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 

すべり出し窓(グレモンハンドル仕様) 単窓、FIX連窓

すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様) 

高所用すべり出し窓

FIX窓

横スリットFIX窓

たてスリットすべり出し窓

横スリットすべり出し窓

片上げ下げ窓

面格子付片上げ下げ窓

開き窓テラス  標準仕様、2シリンダー仕様 APF0025-4

APW411 通風ドア

アングル付

APW511大開口スライディング 片引き窓(均等) APF0114-2

トリプルガラス 片引き窓(偏芯)

アングル付 両袖片引き窓 APF0115-2

FIX窓 APF0116-2

APW511大開口スライディング 片引き窓(均等) APF0117-2

Low-E複層ガラス 片引き窓(偏芯)

アングル付 両袖片引き窓 APF0118-2

FIX窓 APF0119-2

APF0056-3

APF0016-8

APF0057-3

APF0104-2

APF0103-2

APF0050-3
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附属書№商品 窓種

プラマードH 北海道地域限定 引違い窓 半外付（2枚建） APF0073-3

アングル無 両袖引違い窓 半外付

たてすべり出し窓（H＜1400）単窓、FIX連窓、FIX段窓 APF0074-3

すべり出し窓（標準ヒンジ仕様）単窓、FIX連窓、FIX段窓

たてスリットすべり出し窓 単窓、FIX段窓

横スリットすべり出し窓

スクエアすべり出し窓 単窓、FIX連窓

FIX窓 単窓、段窓

FIX窓（スクエア）、FIX窓（スリット）

たてすべり出し窓（1400≦H） 単窓、FIX連窓 APF0075-4

外開き窓(片開き窓)　単窓、FIX連窓

外開き窓(両開き窓)

すべり出し窓（大型ヒンジ仕様）

高所用換気窓(すべり出し窓タイプ)

外倒し窓

セカンドドア 中桟無 APF0076-4

片開きドア 中桟無

テラスドア

セカンドドア 断熱腰パネル付 APF0077-3

片開きドア 断熱腰パネル付

エピソード 引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) APF0028-5

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） 片引き窓 半外付、両袖片引き窓　半外付

面格子付引違い窓 半外付（2枚建）

シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)

たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) APF0029-4

たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)

すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)

すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)

高所用すべり出し窓

FIX窓

内倒し窓、面格子付内倒し窓、外倒し窓

ガラスルーバー窓(ダブルガラス) APF0030-3

面格子付ガラスルーバー窓(ダブルガラス)

片上げ下げ窓 APF0031-4

面格子付片上げ下げ窓

引違い窓 外付 (2枚建、4枚建) APF0032-3

引違い窓 半外付(3枚建)

下枠ノンレール引違い 半外付(2枚建、4枚建)

シャッター付引違い窓 外付 (2枚建、4枚建)

雨戸付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)

雨戸付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)

たてすべり出し窓(グレモンハンドル仕様) APF0033-3

両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓

スクエア大型突出し窓

オーニング窓

台形FIX窓、出窓300、出窓220

勝手口通風ドア、勝手口ドア 中桟付

フロア納まり片引き戸 アルミ樹脂複合

勝手口ドア 中桟無 APF0034-4

テラスドア

勝手口ドア 断熱腰パネル付 APF0035-4

エピソードⅡ NEO-B 引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) APF0175-2

真空トリプルガラス 片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付

アングル付 面格子付引違い窓 半外付（2枚建、4枚建）

シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)

シャッター付両袖片引き窓 半外付

下枠フラット引違い窓 半外付（2枚建、3枚建、4枚建） APF0185-1

引違い窓 外付（2枚建、4枚建）

土間引戸（2枚建、4枚建）
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附属書№商品 窓種

エピソードⅡ NEO 引違い窓(2枚建、4枚建) APF0188-1

真空トリプルガラス 片引き窓、両袖片引き窓

アングル付 面格子付引違い窓（2枚建、4枚建）

シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)

シャッター付両袖片引き窓

雨戸付引違い窓（2枚建、4枚建）

たてすべり出し窓（カムラッチハンドル仕様） 単窓、FIX連窓 APF0176-1

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 

すべり出し窓（カムラッチハンドル仕様） 

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 

たてスリットすべり出し窓

横スリットすべり出し窓

FIX窓

たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓

外倒し窓

FIX窓 スリムフレーム

高所用すべり出し窓 APF0177-3

通風ドア

勝手口ドア 中桟無、中桟付

テラスドア

フロア納まり片引き戸 通風

フロア納まり片引き戸 採光 中桟無、中桟付

片上げ下げ窓 APF0178-1

面格子付片上げ下げ窓

エピソード スクエア大型突出し窓 APF0179-2

真空トリプルガラス 勝手口ドア 中桟無、中桟付

アングル付 テラスドア

エピソードⅡ NEO 引違い窓(2枚建、4枚建)

アングル付 片引き窓、両袖片引き窓

面格子付引違い窓（2枚建、4枚建）

シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建)

シャッター付両袖片引き窓

雨戸付引違い窓（2枚建、4枚建）

引違い窓 T-2仕様(2枚建、4枚建) APF0218

たてすべり出し窓（カムラッチハンドル仕様） 単窓、FIX連窓 APF0143-1

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 

すべり出し窓（カムラッチハンドル仕様） 

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 

たてスリットすべり出し窓

横スリットすべり出し窓

FIX窓

たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓

内倒し窓、面格子付内倒し窓

外倒し窓

FIX窓 スリムフレーム

高所用すべり出し窓 APF0144-2

台形FIX窓

丸FIX窓

通風ドア

勝手口ドア 中桟無、中桟付

テラスドア

フロア納まり片引き戸 通風

フロア納まり片引き戸 採光 中桟無、中桟付

片上げ下げ窓 APF0145

面格子付片上げ下げ窓

勝手口ドア 断熱腰パネル付 APF0205

フロア納まり片引き戸 断熱腰パネル付 APF0206

エピソードⅡ NEO-B 引違い窓 半外付(2枚建、4枚建) APF0138-2

アングル付 片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付

面格子付引違い窓 半外付（2枚建、4枚建）

シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)

シャッター付両袖片引き窓 半外付

下枠フラット引違い窓 半外付（2枚建、3枚建、4枚建） APF0146-1

引違い窓 外付（2枚建、4枚建）

土間引戸（2枚建、4枚建）

土間引戸 断熱腰パネル付 APF0158

エピソードⅡ NEO-R 引違い窓 APF0147-1

アングル付 通風ドア

シャッター付引違い窓

FIX窓 APF0148

たてすべり出し窓（カムラッチハンドル仕様）

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 単窓、FIX連窓

すべり出し窓（カムラッチハンドル仕様） 

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様） 

APF0142-1
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附属書№商品 窓種

エピソードⅡ 防火窓 GNEO 引違い窓（2枚建） APF0149

アングル付 面格子付引違い窓(2枚建)

シャッター付引違い窓(2枚建、4枚建) APF0150-1

シャッター付両袖片引き窓

たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓 APF0151-2

たてスリットすべり出し窓、横スリットすべり出し窓

たてすべり出し窓（カムラッチハンドル仕様）

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）単窓、FIX連窓、FIX段窓

すべり出し窓（カムラッチハンドル仕様）

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）※安全合わせ複層ガラスは除く

FIX窓、外倒し窓

FIX窓 スリムフレーム

高所用すべり出し窓 APF0152-3

内倒し窓、面格子付内倒し窓

通風ドア、開き窓テラス

フロア納まり片引き戸

下枠フラット引違い窓（2枚建）

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）※安全合わせ複層ガラス

片上げ下げ窓 単窓、FIX連窓 APF0153-1

面格子付片上げ下げ窓

エピソードⅡ 防火窓 GNEO-R 引違い窓 APF0154-2

アングル付 通風ドア

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）※安全合わせ複層ガラス

シャッター付引違い窓 APF0155

たてすべり出し窓（カムラッチハンドル仕様） APF0156-1

たてすべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）単窓、FIX連窓

すべり出し窓（カムラッチハンドル仕様）

すべり出し窓（オペレーターハンドル仕様）※安全合わせ複層ガラスは除く

FIX窓

フレミングJ 引違い窓 半外付(2枚建、3枚建、4枚建) APF0042-5

アングル付 ・ アングル無（アングル付同等納まり） 片引き窓 半外付、両袖片引き窓 半外付

面格子付引違い窓 半外付（2枚建、4枚建）

シャッター付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)

雨戸付引違い窓 半外付(2枚建、4枚建)

引違い窓 外付 (2枚建、4枚建) APF0043-4

シャッター付引違い窓 外付 (2枚建、4枚建)

雨戸付引違い窓 外付(2枚建、4枚建)

たてすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様) APF0044-5

たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)

両たてすべり出し窓、高所用たてすべり出し窓

すべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)

すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)

高所用すべり出し窓

外倒し窓、内倒し窓、面格子付内倒し窓

片上げ下げ窓、面格子付片上げ下げ窓

FIX窓、台形FIX窓

勝手口通風ドア、勝手口ドア、テラスドア

フロア納まり片引き戸　アルミ複層

勝手口ドア 断熱腰パネル付 APF0046-4

防火窓Gシリーズ　アルミ複層 シャッター付引違い窓 20㎜溝幅仕様 半外付(2枚建、4枚建) APF0048-5

アングル付 引違い窓 半外付(2枚建) APF0049-6

面格子付引違い窓 半外付(2枚建)

たてすべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)　単窓、FIX段窓

たてスリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)

すべり出し窓(オペレーターハンドル仕様)

横スリットすべり出し窓(カムラッチハンドル仕様)

高所用すべり出し窓

FIX窓、たてスリットFIX窓、横スリットFIX窓

片上げ下げ窓、面格子付片上げ下げ窓

内倒し窓、面格子付内倒し窓

勝手口ドア上げ下げ通風仕様、開き窓テラス

フロア納まり片引き戸
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