
京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

メーカー名（五十音順） 商品名 内窓 外窓

ＡＧＣガラスプロダクツ株式会社 インナーウィンド　まどまど ○

プラメイクE2 ○

マディオＰ ○

マディオＭ ○

マディオＪ ○

防火サッシＦ型　アルミ複層タイプ，アルミ樹脂複合タイプ ○

アルジオ，防火窓アルジオ ○

断熱樹脂窓スマージュ，高断熱樹脂窓トリプルスマージュ ○

大信工業株式会社 内窓プラスト ○

日昭アルミ工業株式会社 エコウィンド ○

インプラス，インプラスウッド ○

マイスターⅡ(一部のみ販売） ○

サーモスⅡ－Ｈ，サーモスⅡ－Ｓ ○

サーモスX（複層ガラス仕様），防火戸サーモスX ○

サーモスＬ ○

デュオＰＧ ○

防火戸ＦＧ－Ｈ，防火戸ＦＧ－Ｓ，防火戸ＦＧ－F，防火戸ＦＧ－C，防火戸FG-L ○

シンフォニーＷ/Ｍ ○

シンプルアートＥＸ ○

シンプルアートⅡ（ガラスブロックを除く） ○

オープンウィン（シンフォニーＷ/Ｍタイプ，デュオＰＧタイプ） ○

ノンレールサッシ（シンフォニーＷ/Ｍタイプ，デュオＰＧタイプ） ○

強防犯サッシセーフ（シンフォニーＷ/Ｍタイプ，デュオＰＧタイプ） ○

スカイシアター ○

ワイドウィン ○

プローゼ(６㎜以上の複層ガラスを取り付けたものに限る。) ○

エルスターX（トリプルガラス仕様，複層ガラス仕様） ○

アルガード（金属サッシ） ○

レガリス ○

ＰＲＥＳＥＡ ○

ＳＡＭＯＳ－Ｈ ＲＦ ○

リフレムⅡ，リプラス ○

プラマードＵ ○

ＡＰＷ５１１　大開口スライディング ○

ＡＰＷ５００ ○

ＡＰＷ４３０，ＡＰＷ４３０+ ○

ＡＰＷ４１１，４１０ ○

ＡＰＷ３３１，ＡＰＷ３３１真空トリプルガラス，ＡＰＷ３３１防火窓 ○

ＡＰＷ３３０，ＡＰＷ３３０真空トリプルガラス，ＡＰＷ３３０防火窓 ○

プラマードⅢ ○

エピソード，エピソードＴｙｐｅＳ ○

エピソードＮＥＯ，エピソードＮＥＯ－Ｒ ○

フレミングＪ（複層ガラス） ○

ウィンスター（アルミ樹脂複合，アルミ複層） ○

防火窓Ｇシリーズ（アルミ樹脂複合，アルミ樹脂複合ＮＥＯ，アルミ複層） ○

出窓シリーズ（アルミ樹脂複合障子，アルミ複層障子） ○

ワイドスライディング ○

ワイドスライディング３枚連動 ○

ワイドオープン ○

天窓シリーズ ○

Lite　Ｕ ○

かんたんマドリモ（アルミ樹脂複合窓，樹脂窓，トリプルガラス樹脂窓） ○

Ｂｉｅｗ ○

※ルーバー窓を使用する場合，性能を確認するために，性能等がわかるカタログを添付してください。

外窓交換，内窓設置（※）

三協立山株式会社

ＹＫＫＡＰ株式会社

株式会社ＬＩＸＩＬ



京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

メーカー名（五十音順）

サン・ウインド株式会社

サンバランスセキュリティ

ペアガラス

ペアマルチスーパー

エコ窓

スペーシア静

ペヤプラス

ガラス交換

商品名

アルゴンLow-E

サンクリーンLow-E

アタッチメント付Low-E複層ガラス

一般複層ガラス

ＡＧＣガラスプロダクツ株式会社

日本板硝子株式会社

ペヤプラス・エア

ペヤプラス・エアＦＬ

セントラル硝子株式会社

サンバランス

ペアレックスソネス　ネオ

窓ようじんLow-E

ホワイトペア

セキュレサンバランス

ホームペアレックスＳ

ペアレックスツインガード，ペアレックスツインガードＧ

ペアレックスヒートガード，ペアレックスヒートガードＧ

ペアレックス，ペアレックスＧＬ

Low-E複層ガラス

アタッチメント付一般複層ガラス

ペアガラスセキュリティ

セキュレペヤ

ＩＧウインドウズ株式会社
（旧社名　伊藤忠ウィンドウズ

株式会社）

ブラインド入複層ガラス　後付型

Low-E複層ガラス

ペアマルチＥＡグリーン

ペアマルチレイボーグ

ペアマルチＳＥ

ペアマルチ

ペアマルチＥＡ

スペーシア

スペーシアクール

防犯合わせトリプルガラス

Low-E複層ガラス クリア

Low-E複層ガラス グリーン

スペーシアクール静

スペーシア２１

クリアFit

格子入り複層ガラス

取替用ＰＧ障子

ブラインドイン複層ガラス

セキュオペア30，60，90，ＳＰ，ＰＹ

アタッチメント付複層ガラス

型板複層ガラス

防犯合わせ複層ガラス

取替用フレミング複層ガラス障子

トリプルガラス（ダブルLow-eガラス）クリアｘクリア

トリプルガラス（ダブルLow-eガラス）グリーンｘグリーン

トリプルガラス（ダブルLow-eガラス）クリアｘグリーン

フロストトリプルガラス

ＹＫＫＡＰ株式会社

Low-E複層ガラス グリーン（高遮熱型）

一般複層ガラス

フロスト複層ガラス

株式会社LIXIL

ブラインド入り複層ガラス

アタッチメント付複層ガラス

型板トリプルガラス

一般複層ガラス



京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

メーカー名（五十音順）

防火ドア　ファノーバ（K２・３・４仕様），防火ファノーバSD

アルジオ，防火窓アルジオ

エルムーブ（11型～30型，52型，53型），防火戸FG-E　エルムーブ

断熱玄関引戸　K３シリーズ（11型，13型～23型，40型，41型）

リジェーロα Ｋ２・Ｋ３・Ｋ４仕様，リジェーロα防火戸 Ｋ２・Ｋ３・Ｋ４仕様

防火戸FG-E　ジエスタ　K２・４仕様，K３仕様（S88型，A84型，B81型，E89型，F87型）

ジエスタ２　K２・K４仕様

マディオP

更楽　複層仕様

ドアの断熱改修

株式会社LIXIL

ES玄関ドア　K4仕様

三協立山株式会社

防火戸ＦＧ－Ｓ（テラスドア，採風勝手口ドアFS）

断熱玄関引戸PGシリーズ（F10型～12型，W11型，15型，19型，30型～33型，W30型，W40型，40型～42型，70型～78
型，80型，90型～95型，50型～54型，56型）

リシェント玄関ドア　K1.5・２・３・４仕様，ＰＧ仕様　，　リシェント玄関引戸・勝手口ドア　PG仕様
リシェントⅢ玄関ドア　K1.5・２・３・４仕様，防火戸リシェントⅢ玄関ドア　K２・３・４仕様

勝手口引戸ⅡPGタイプ

商品名

サーモスＬ（テラスドア，採風勝手口ドアFS，勝手口ドア）

デュオＰＧ（勝手口ドア，採風勝手口ドア，テラスドア）

マディオJ・M

セーフティー玄関引き戸ＭＫ　複層，ドライ

ファノーバSD

防火サッシF型樹脂複合タイプ，防火サッシF型アルミ複層タイプ

サーモスⅡ－Ｓ（テラスドア，採風勝手口ドアFS）

防火戸ガゼリアN（アルミ，アルミ樹脂複合）

外部物置ドア Ｋ２・Ｋ３・Ｋ４仕様

ロンカラーフラッシュドア　片開き，ガラス無し

ファノーバ　K２・３・４仕様

防火戸ＦＧ－Ｈ／L（採風勝手口ドアFS）

グランデル　

断熱土間引戸

セレナ　複層，ドライ

彩樹　複層，ドライ

ビノーザ　２仕様

プロセレーネ　K２・１．５仕様

ガゼリアN（サーモスⅡ－Ｈ，シンフォニーＷ/Ｍ，デュオPG）

アヴァントス
K1.5仕様（11A型，11B型，13A型，13B型，14B型，16A型，16B型，19A型，19B型）
K2仕様（12A型，12B型，15A型，15B型，17A型，17B型，18A型，18B型，51型～56型）

リフォーム玄関ドア　ノバリス　K２・３・４仕様

リフォーム玄関引戸　複層仕様

ジュノバ　複層，ドライ

和奏　複層，ドライ



京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

メーカー名（五十音順） 商品名

冴Ⅱ

れん樹（複層ガラス仕様）

APW４３１+（勝手口ドア），APW４３１（勝手口ドア）

ドアの断熱改修

ＹＫＫＡＰ株式会社

かんたんドアリモ　玄関引戸　断熱タイプ

かんたんドアリモ　勝手口ドア　断熱タイプ・アルミタイプ

高断熱玄関ドア（InnoBest　D70，InnnoBest　D50，InnoBest D50 防火ドア）

断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０（Ｄ２．Ｄ３．Ｄ４仕様）

アパートドアレガーロ（Ｄ２，Ｄ３，Ｄ４仕様）

アパートドア２ＳＤ－Ⅱ

断熱スライディングドア コンコード（断熱タイプ）

ＡＰＷ４１１（通風ドア・勝手口ドア）

APW３３１真空トリプルガラス（勝手口ドア），APW３３１（勝手口ドア），APW３３１（防火窓勝手口ドア）

ＡＰＷ３３１（テラス戸，テラスドア，勝手口ドア）

プラマードⅢ　勝手口ドア

エピソード，エピソードTｙpeS　通風ドア・勝手口ドア

エピソードＮＥＯ，エピソードＮＥＯ－Ｒ　通風ドア・勝手口ドア

フレミングＪ　通風ドア・勝手口ドア・開き窓テラス

フロア納まり片引き戸（アルミ樹脂複合，アルミ複層）

断熱玄関ドア ヴェナート Ｄ３０　防火ドア（Ｄ２．Ｄ３．Ｄ４仕様）

防火ドアＧシリーズ　アパート用玄関ドア（Ｄ４仕様）

防火ドアＧシリーズ　コンコード

２HD　フラッシュドア（採光無）

かんたんドアリモ　玄関ドア　断熱タイプ

かんたんドアリモ　防火ドア 　断熱タイプ

かんたんドアリモ　アウトセット玄関引戸　断熱タイプ

防火Ｇシリーズ　アルミ複層　勝手口ドア・開き窓テラス・フロア納まり片引き戸

防火Ｇシリーズ　アルミ樹脂複合ＮＥＯ　勝手口ドア・開き窓テラス・フロア納まり片引き戸

７TD（複層ガラスタイプ）

土間引戸　JTH

断熱土間引戸　

９ＴＨ・９ＴＵ（複層ガラスタイプ）



京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

メーカー名（五十音順）

※ＪＩＳ5類又は６類のものに限る。

メーカー名（五十音順）

株式会社アスクリン

エイム株式会社

SK化研株式会社

関西ペイント株式会社

スズカファイン株式会社

株式会社日進産業

水谷ペイント株式会社 快適サーモF，Si，WF，WSi，Bio

エシカルプロクールF

エシカルプロクールSi

エシカルプロクールA

オプティマスホワイトペイント

ハイドロサーモ

ダークサーモ

メーカー名（五十音順）

スリーエムジャパン株式会社

株式会社サンゲツ

遮熱フィルム

※本リストにおける色は，景観条例の規制上使用可能なものとは異なります。
屋根や外壁の塗装工事等の際には，新しく塗り替える色がお住まいの 地域の基準に合っているか ご確認ください。

株式会社オプティマス

エコリム７０

NCK販売株式会社

※本リストにおける色は，景観条例の規制上使用可能なものとは異なります。
屋根や外壁の塗装工事等の際には，新しく塗り替える色がお住まいの 地域の基準に合っているか ご確認ください。

株式会社アステック
ペイントジャパン

超低汚染リファイン500MF－IR，500Si－IR

シャネツトップワンSi－JY

耐摩カラーＳＧＬ

ガイナ

商品名

遮熱　耐摩カラーGL

二スクカラー　つや消し，つやあり（シルバーブラウンを除く。）

ワイドエポーレSiクール

日鉄住金鋼板株式会社※

遮熱塗料等（標準色以外を使用する場合は，別途，性能が分かる資料をご提出ください。）

日本ペイント株式会社

ファインサーモアイウォール

水性サーモアイウォール

株式会社LIXIL

スーパーシャネツサーモF，Si

水性パラサーモ（ブラック及びオリーブを除く。）

内装断熱パネル

アレスクール，アレスクールプラスウォール

フロアインプラス

遮熱鋼板（標準色以外を使用する場合は，別途，性能が分かる資料をご提出ください。）

商品名

３Ｍ　スコッチティント　ウインドウフィルム　マルチレイヤー Nanoシリーズ（70S，70SX，80S，80SX，80CP，マットクリスタ
ル）

商品名

アドグリーンコート　Ｓガード

クールセーブ

クールタイトシリーズ，クールテクトシリーズ

日本特殊塗料株式会社

アドグリーンコート　ＧＬ

パラサーモＮ（ブラックを除く。）

日本中央研究所株式会社
（ＮＣＫ販売株式会社）

ウォールインプラス

パラサーモシリコン（ブラック及びハルノグリーンを除く。）

サーモアイシリーズ

アドグリーンコート　ＥＸ



京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

メーカー名（五十音順）

株式会社長府製作所

アクリアバス　断熱組フタ選択時（ジェットエアーバス仕様を除く）

リラクシア　高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時

伸びの美浴室　高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時（壁貫通型給湯器仕様除く）

FZシリーズ　保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様（ジェットバス仕様を除く。）選択かつ断熱組みフタ選択時

スーパーエクセレントバス　MMシリーズ（PVY160，161，150，140）　魔法びん浴槽仕様（ブローバスSXⅡ，水中照明，エ
アブローⅡいずれか付きを除く。）選択時

（もっとひろがる）WBシリーズ　魔法びん浴槽仕様（ブローバスSXⅡ付きを除く。）選択時

ミーナ　高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時

広ろ美ろ浴室　高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時（壁貫通型給湯器仕様除く）

NSD-1690，NRD-1690，NSD-1675，NRD-1675　（ジェットバス，水中照明，マイクロバブルいずれか付きを除く）　システ
ムバス専用浴槽のため浴槽単体の販売はない。

※高断熱浴槽仕様であれば断熱仕様ふたが付属される。

ビュート　プレミオ，リベロ，SCⅢ，TS　保温浴槽仕様（マッサージ機能付を除く。）・断熱ふた選択時

新築マンション用　RDシリーズ(改新２以降）魔法びん浴槽仕様選択時
新築マンション用　RWシリーズ魔法びん浴槽仕様選択時

オフローラシリーズ　保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様（ジェットバス仕様を除く。）選択かつ断熱組みフタ選択時

グラシオ（GLB）　保温浴槽仕様・断熱2枚フタ選択時

ニッコー株式会社

パナソニック株式会社

（ひろがる）WTシリーズ　魔法びん浴槽仕様選択時
（ひろがる）WYほっカラリ床シリーズ　魔法びん浴槽仕様選択時

WHK(WFK)，WBK，WHW(WGW)シリーズ　アクリル人大浴槽・FRP保温付浴槽（ジェットバス，1601FRP保温付浴槽を除
く。）選択かつ保温風呂ふた選択時

プレデンシア(ヘルシージェットPNタイプ除く）

ルーノ　(ヘルシージェットPNタイプ除く）

ヴィタール　保温浴槽仕様（マッサージ機能付及び三方弁追炊きセット付を除く。）・断熱ふた選択時

サザナ
HTシリーズ　魔法びん浴槽（断熱防水パン付）仕様選択時
HTシリーズ　魔法びん浴槽（断熱防水パン無）仕様（ブローバスSXⅡ付きを除く。）選択時

エメロード　高断熱浴槽・断熱風呂フタ選択時

ヒロイユＷYシリーズ，ヒロイユＷＢシリーズ
ラクかるふろふた（２枚割りフタ断熱仕様）選択時

クリナップ株式会社

シンラ　HK，WKシリーズ　魔法びん浴槽仕様選択時

TOTO株式会社（※）

ユアシス　断熱組フタ選択時（ジェットエアーバス仕様を除く）

インぺリオ　(ヘルシージェットPNタイプ除く）

レラージュ (ヘルシージェットPNタイプ除く）

ストーリー　保温浴槽仕様（マッサージ機能付を除く。）・断熱ふた選択時

ユメリア　BFK，BGW，BDK，BEW，BHK，BHWシリーズ　断熱風呂フタ選択時

タカラスタンダード株式会社

トクラス株式会社

リフォムスシリーズ　保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様（ジェットバス仕様を除く。）選択かつ断熱組みフタ選択時

MRシリーズ　保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様（ジェットバス仕様を除く。）選択かつ断熱組みフタ選択時

株式会社ノーリツ
ユパティオリズ（SRA），ユパティオV（SVA），ユパティオ（SYA），ユパティオヒロイ（SRB，GLC）　保温浴槽仕様・断熱2枚
フタ選択時

Lクラス　保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様（ジェットバス仕様を除く。）選択かつ断熱組みフタ選択時

リノーヴァ　保温浴槽又は保温浴槽Ⅱ仕様（ジェットバス仕様を除く。）選択かつ断熱組みフタ選択時

クレッセ（SCA），クレッセJX（SJA）　保温浴槽仕様・断熱2枚フタ選択時

商品名

高断熱浴槽　（浴槽・ふたがオプションの場合，断熱仕様とする必要があります。）

大阪ガスマーケティング株式会社

株式会社ウッドワン



京都市が性能を確認済みの製品（令和3年3月15日現在）

メーカー名（五十音順）

ソレオ　サーモバスS選択時

※高断熱浴槽仕様であれば断熱仕様ふたが付属される。

STELLA　RX　高断熱浴槽・高断熱組フタを同時選択時

グランザシリーズ　サーモバスＳを選択時　（気泡装置付との同時選択を除く。）

シャイントーン浴槽　サーモバスＳを選択時　（気泡装置付との同時選択を除く。）

グラスティＮ浴槽　サーモバスＳを選択時　（気泡装置付との同時選択を除く。）

株式会社和光製作所

PLANO　NX　高断熱浴槽・高断熱組フタを同時選択時

QUADRA/SS　高断熱浴槽・高断熱組フタを同時選択時

アライズ　サーモバスS選択時

スパージュ　標準仕様（サーモバスSあり）

株式会社LIXIL（※）

商品名

高断熱浴槽　（浴槽・ふたがオプションの場合，断熱仕様とする必要があります。）

リノビオV／P　標準仕様（サーモバスSあり）


