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　省エネ住宅が注目されるようになって久しいのですが、省エネ住宅とは、毎日の生活で使用
される冷暖房や給湯、家電製品などによって消費されるエネルギーを少なくするように、設計された
住宅のことです。

具体的には、壁や床、天井に断熱性の高い断熱材を入れ家全体の気密性を高めることによって、
冷暖房した室内空気を外に逃げないようにしたり、熱効率の高い機器類を使ったりすることに
より、消費エネルギーを減らせるのが省エネ住宅です。

消費エネルギーを減らす為にはいろいろな工夫がありますが床、天井、窓の全てのエネルギーロスの中で
一番損失の大きい窓の損失を考えることが先決です。

また、「エネルギーロスを防ぐ」だけではなく太陽発電などによって「エネルギーをを創る」ことが
出来るのも省エネ住宅の機能のひとつです。

　MOSER WINDOW は、エネルギーロスを限りなく少なくするという、重要な役割を果たす
ため、1955年にドイツで開発され、2004年からは中国北京工場にて生産されている木製サッシです。
MOSER WINDOWは建物に対しデザインの面からも重要な役割を果たします。

アルミサッシや樹脂サッシと異なり、豊富な色を窓枠に塗ることが出来るため色彩デザインの幅が
広がります。インテリアの一部として家具、建具、床の木製部材の色彩・材質などにも違和感なく空間を
満たしていけます。さらにエクステリアの一部として外観に対して容易に調和を図ることが出来ます。

またMOSER WINDOWは、外部側にアルミ被覆をとりつけメンテナンスフリーと耐久性を考えた窓で
もあります。

木製窓の特徴として、鉄、アルミに対して圧倒的に断熱性能が優れており冷暖房時においては熱の損失が
極めて少なくなります。複層ガラスとの組み合わせによる省エネ化は大きく地球環境にやさしく、人に
やさしい窓であるといえます。

Introduction

ご存知ですか？
　　　　　　省エネ住宅
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※ガンマー標準

　木製サッシは断熱性に優れており結露しにくく、結果的には冬季の暖房、夏季の冷房において熱損失が
極めて少なくなります。それだけガス・電気などの熱源の消費量を減少させCO2の排出量を抑え、家計の
お財布に優しく、地球環境にも優れた製品であると言えます。
すべてのMOSERのドアと窓は 複層ガラスを使用しています。
窓は断熱性能を第一に設計されており、U値はLow-eペアガラスで1.56W（㎡.k）で、ドアや窓の暖かさを
維持する性能について国際最高レベルを達成します。

　強化 5mm + 12Ar + 強化 5mm Low-e複層ガラス、外側はLow-eガラスを採用し、内側は強化ガラスを
採用しています。2枚のガラス間はアルゴンガスが満たされています。Low-e複層ガラスと通常の複層
ガラスを比較すると、断熱性能は50％向上し、省エネルギー性能は30％向上します。
Low-eガラスは低放射ガラスとも呼ばれ、可視光の透過と赤外線の反射で優れた性能を発揮します。 
Low-eガラスと伝統的なコーティングガラスを比較すると、Low-eガラスは断熱性と光透過性に最も性能
を発揮します。冬になると、部屋の熱がLow-eコーティングによって、効果的に熱損失を減らし、室内を暖
かく保ち暖房費とエネルギーを大幅に節約することが可能になります。
夏には、可視光がLow-eコーティングを通過すると同時に、太陽放射の熱を外部から遮断します。これによ
り部屋のエネルギーコストを大幅に削減し、快適な室内を保ちます。

木製サッシ MOSER WINDOW   のご案内 快適を創造する機能と防犯面にも配慮

防犯面にも配慮した安心な窓

住まいの省エネは
　　　　　窓の断熱から

省エネ・健康・防音…
　　　　暮らしの質を高める多彩な機能

　強化ガラスは通常のガラスよりも5倍強く、衝撃強度
は通常のガラスより5～10倍強力です。強化ガラスは同
時にセキュリティをも提供します。
強い衝撃により破損した場合でもケガをしにくい構造に
なっています。

Moser advantage ‒Materials advantage 

　サッシ内に防犯用金具を装着し、外部から容易に侵入できないよう設計されているMOSER WINDOW。
内倒し状態で換気中の場合も、外から手が入るほどには開かないようになっており、さらにハンドルを回すため
には一度閉めなければなりません。
防犯面でも安心・安全な窓といえます。　

一般的なペアガラス

可視光線
100％

可視光線
84％

熱熱
80％

8％

8％

室外 室内

Low-e 複層ガラス

可視光線
100％

可視光線
65％

熱
60％

熱
40％

8％
27％

熱80％ 熱

84％

35％
65％

40％ 60％

冬　期 夏　期

冬　期 夏　期
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熱還流率
Ｕｗ1.21 ｗ/m2.k
日射熱取得率 0.23

熱還流率
Ｕｗ1.56 ｗ/m2.k
日射熱取得率 0.20



Heat insulation solution High heat insulation

　窓ガラスは太陽光を効果的に取り込む日射取得型Low-eタイプを採用しています。
断熱性能と日射取得性をバランスよく発揮します。部屋の暖房などによる熱が最も逃げるのが窓です。
日射取得型Low-eガラスは、複層ガラスの室外側に特殊金属膜をコーティングすることにより、暖房熱
が反射されるので、室内の熱が逃げません。
冷たい外気もしっかりシャットアウトして、暖房効率アップ。太陽からの光を取り込み部屋を暖め暖房の
補助をします。

結露を防ぎ、家と健康を守る

　結露は、家の部材を腐食させたり、カビを発生させたりして住まいの老朽化を早め、カビはダニの原因
となってぜんそくやアレルギーを誘発します。結露を防ぐには、換気をよくして室内に湿気がこもらない
ようにし、窓の断熱性能を高めて窓と室温の温度差を減らす必要があります。高断熱で換気しやすい
MOSER WINDOWは結露を防ぎ、住まいへの悪影響や健康被害を抑えます。

　なぜ高性能サッシが必要なのか？
それは在宅で生じる熱の損失を部位ごとに相対比してみる
とよく分かります。
窓など開口部を通して、夏の冷房中に熱が入ってくる割合
は73％、冬の暖房の熱が逃げる割合は58％にも及びます。
それは暑さの原因の約7割、寒さの原因の6割が窓という
ことになるのです。

高い断熱性
　 
　サッシの材料として、アルミや樹脂等にはない木材なら
ではの魅力。それは、高い断熱性です。建物の断熱性能を
高めていくうえで、窓に断熱性の低い（つまり、熱を逃しや
すい）アルミ等の材料を使うことは大きな障害となります。
アルミサッシに劣ることのない気密性を実現しながら、
高い断熱性を誇る木製サッシ。その活用は、建物全体の
省エネルギー性能を一段と向上させることにつながり
ます。

熱伝導率比較
 　
　熱の伝わりやすさを示す熱伝導率の比較です。木材は
アルミの約1500分の1の数値であり、断熱性には歴然とした
差があります。  
 
熱貫流率比較
　
　住宅の次世代省エネルギー基準と指針の「計算に用いる
熱貫流率」に示されている各種サッシの熱貫流率を比較し
たものです。木製サッシの熱損失はアルミに対して20～
30％少ないことを示しています。

木製サッシ　ＭＯＳＥＲ　ＷＩＮＤＯＷ木製サッシ　MOSER WINDOW 窓は熱の出入りが最も多い場所

熱を入れない、逃がさない

パッシブデザインに
　　　　　　　最適な窓

住宅の断熱性能を上げ
　　　　光熱費を大幅に削減　 冬

外からの冷気を遮断室内の熱は逃がさない

断熱効率アップ断熱効率アップ

流出する熱の割合
天井・屋根 5％

窓 58％

床 7％

換気 15％

外壁 15％

     材　　種                      熱伝導率(W/m･K)
木材　                                      0.09～0.19
プラスチック(塩ビ)               　　　     0.21
鉄                                     47
アルミニュム                      204

             材　　種               熱貫流率(W/㎡･K)
木製（複層）                                         2.91
アルミ・プラスチック複合（複層）                  3.49
アルミ製（熱遮断構造/複層）                  3.49
アルミ製（単板2枚）                               4.07
注）空気層12mm、複層：複層ガラス 

冬 暖房時の熱流出

窓からの熱流出は

58％

流入する熱の割合

天井・屋根 11％

窓 73％

床 3％

換気 6％

外壁 7％

夏 冷房時の熱流出

窓からの熱流入は

73％

夏

※ №5がガンマー標準です。外部、内部共にガラスはすべて強化ガラスとなります。
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住まいの省エネは
　　　　　健康を守ります

Sound insulation solution

130

音の大きさの例・db（A）

1201101009080706050403020100

静か 気にならない うるさい きわめてうるさい

　WHOの報告書によれば、2100万人の心臓病患者が騒音公害で死亡し、少なくとも15％が交通騒音のた
めに耳鳴りに苦しんでいます。
騒音を排除し生命を健康にする防音性能はグラス構成、フレーム構造、ゴムシステムによって異なります。
「音響環境品質基準」GB3096-2008によれば、地域機能特性および環境品質要件に基づいて、5種類の騒音
環境機能領域が存在します。 飛行機 75db 30db

安眠できる
レベル
30db

最大
45db
カット

20db自動車 65db

カテゴリー

0 50 40

55 45

60 50

65 55

70 55

70 60

1

2

3

4
4a

4b

環境機能分野 昼間 夜間

非常に静かなエリア、例えば病院を参照してください。

住宅、医療、文化教育、科学研究デザイン、管理事務所など、静かに保たなけれ
ばならない分野を参照してください。

商業金融および住宅、商業、工業団地など、静かに維持する必要がある分野を
参照してください。

産業生産と倉庫物流が主な機能であり、周囲の環境に深刻な影響を与える
産業騒音がある領域を参照してください。

4a エリアには、高速道路、主要道路、
鉄道輸送、内陸水路の両側が含まれます。

4bエリアには、鉄道線の両側が含まれます。

高速道路の近くなど周囲
の環境に深刻な衝撃を引
き起こす交通騒音がある
分野を参照してください。
4a と 4b の 2種類があり
ます。
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（ｂ）アルミニウムウインドウ
650℃

窓ごとの 20 分間燃焼テスト

（ｃ）MOSERウッドウインドウ
700℃～ 900℃

（a）ＰＶＣウインドウ
110℃～ 130℃

Crime prevention solution

防犯ソリューション
　　　　　積層ガラスについて

Fire prevention solution

ガラス
ラミネートフィルム

ガラス

積層ガラスの推奨理由

　積層ガラスは一種のセキュリティガラスです。 ふたつの層のガラスとひとつの層のプラスチック
フィルムによって積層されており、内部のセキュリティを維持することが出来ます。 
盗難の３分の２が窓からとされておりますが MOSERのマルチロック防犯ハンドルは、 安心をご提供
いたします。 
ウィンドウがロックされると、ロックポイントが作動します。 誰かが外側からウィンドウを開く場合、
ハンドルは自動的にロックされます。 ウィンドウ全体を安全にロックします。

ウッドウインドウの推奨理由
　
ソリッドウッドウィンドウ 仕様：強化 5mm + 12Ar + 強化 5mm
外開窓＋FIX　IV68　1500㎜×1500㎜
＜ ウッドウィンドウの難燃性について >

（a） PVCウィンドウは110℃から130℃で軟化します。 
（b）アルミ窓の融点は約650℃で、フレームは軟化し、溶融し、数分で崩壊します。 ガラス 
     が落ち、耐火性能が失われます。
（c）MOSERは優れた耐火性能を有します。 木製構造は燃焼と炭化を開始すると、炭化層
　 は木材と火を分離します。 
    ウッドウィンドウは、700℃から900℃まで0.5時間耐えることが出来ます。 
　※日本国内におきましては現在国土交通大臣認定申請準備中です。

　
　写真から、MOSER木製品の耐火性能が優れていることがわかります。 
他の２つのウィンドウフレームは壊れていますがMOSERウッドウィンドウのフレーム
はほぼ残っています。  対応するレベルの防火ガラスを備えたMOSERウッドウィンドウ
は、防火性能を完全に満たすことが出来ます。※海外の検査結果による。
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Alumiclad window 

　
　木製アルミクラッドウインドウは、省エネ住宅のため
の最良の選択であり、断熱性と耐候性の組み合わせは、最
大限の省エネルギーを実現します。 快適な住環境を提供
し、長期的なエネルギー消費を削減します。

完璧な品質の木製アルミクラッドウインドウの利点。 
木材は、天然素材です。外部をアルミニウムフレームにより保護されることにより、断熱性、耐候性、
耐久性を維持するように設計されています。

最適な組み合わせによるシステムポテンシャル テクノロジーと快適性
　　　　両方を兼ね備えた美しさ

【屋内部】

【屋外部】
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Tilt and turn window

　暮らしの質と環境を大事にするドイツで、長く愛されてきた「ドレーキップ」。
内開き、内倒しの2通りで窓が開閉できるドレーキップは、風や光の通り道にもなり、ハンドル操作でドアと
しても使える合理的な窓です。
掃除もしやすく常時換気も可能で、防犯面でも安心。外部の構造物を妨げず、窓辺の装飾も自由自在に演出
が可能です。

内倒し状態で、常時換気が可能

ドイツ語で「ドレ―＝回す」「キップ＝傾ける、倒す」という意味を持つドレ―キップ窓。
室内側に窓が10㎝ほど倒れ込む「キップ」状態は、常時換気にとても便利で、不意の雨でも室内が濡れること
もありません。

内開き内倒し窓　ドレーキップ

ドイツで長く愛されてきた
　　　　合理的な窓「ドレーキップ」

内開き「ドレ―」の状態 内倒し「キップ」の状態

●最大幅 1000 ㎜
●最大高 1800 ㎜

●最小幅 450 ㎜
●最小高 450 ㎜

100 ㎜

ドレーキップウィンドウ　
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室内側

外部側
強化6㎜

強化6㎜

強化6㎜Low-e
12Ar

12Ar

ガラスサイズが3㎡以上のトリプルガラスの例

Lift&slide door

機密性を備えた、ドイツの大型引き戸

気密性を備えた、ドイツの大型引き戸

ヘーベシーベ
2 つのタイプから選択できる部屋に合わせた開口に対応する開閉タイプ

段差を感じないフラットな足もと。
　　　　屋外との境を作らず、大空間を演出

 
ヘーベシーベ（大型引き戸）は、レバーハンドルをまわすだけで引き戸が持ち上がってスライドする設計です。
重い大型サッシでもハンドル操作だけで驚くほど軽々と操作できるうえ、高い気密性を実現します。
リビングなど室内から屋外へ、開放感溢れる心地よい空間を演出します。

・広いオープンエリア
・簡単操作
・ハードウェアとスライドハードウェアの耐久性
・ハードウェアの耐荷重は300㎏に達することが出来ます

片引きタイプ センター引き分け・両袖FIXタイプ

●最小幅 1600 ㎜最大幅 4000 ㎜
●最小高 1900 ㎜最大高 2700 ㎜

●最小幅 3200 ㎜最大幅 8000 ㎜
●最小高 1900 ㎜最大高 2700 ㎜

　MOSER WINDOWは高気密高断熱を可能にするために
可動扉とFIXの組み合わせになっており、開き勝手はお部屋
の動線にそって可動側を決定する必要があります。
レバーハンドルを回すと可動サッシ部が5㎜持ち上がり、
滑らかにスライドします。
クローズ時には可動サッシ周囲のガスケット（レール部分に
密着する気密材）が圧縮され高い気密性能を発揮します。

複層ガラス

ペアガラス、トリプルガラスにより高い断熱性能を発揮
します。
※ガラスのサイズが 3㎡以上になった場合は、5㎜から6
㎜の厚さに変更になります。
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Double open outside(inside)door
●最小幅  900 ㎜最大幅 2000 ㎜
●最小高 1750 ㎜最大高 2500 ㎜

Single open outside door
●最小幅  450 ㎜最大幅 1000 ㎜
●最小高 1750 ㎜最大高 2500 ㎜

●最小幅  600 ㎜最大幅  900 ㎜
●最小高 1750 ㎜最大高 2400 ㎜

バリエーションパターン
片開き両開きドア

折れ戸

Swing door

Folding door

　

　

　庭、テラス、パティオ、またはリラクゼーションエリアに簡単にアクセスできる理想的な方法です。
MOSERヒンジ付きパティオドアは多目的で機能的です。 
サイドライトを備えたヒンジ付きパティオドアのペアは、エレガントなデザインのあかしであり開かれて
いても閉じられていても、魅力的です。
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　MOSERの頑丈な木製の折り畳み式ドアは、内外の境界をつなぐ理想的な方法です。
自己排水路を備えた完全密封ユニットで、うす型の敷居は床と同じ高さにあります。
セキュリティを強化する鍵付きロックもあります。
※ソリッドウィンドウの場合内外開き可能です。アルミ＋ウッドの場合は内開きのみです。



異素材の組み合わせの美
　　　　柔軟なデザインと装飾性

　カーテンウォールサーマルシステムはドイツのライコ バウテクニック社によって発明された、
世界の先進的な外壁装飾製品で木製構造で作られています。

この技術は非常に専門的で構造は強く、デザインは柔軟です。
伝統的なカーテンウォールの豪華なスタイルを継承し、複雑なインテリア構造、装飾、エネルギーロス
などのいくつかの欠点を補い、異なる建物のスタイルの要件を満たすことが出来ます。

カーテンウォールサーマルシステムは、同時に異なる材料で作ることが出来ます。
木材は、木材、スチール、アルミニウムと結合することができます。これは、伝統的なアルミサッシの
カーテンウォールの代わりに木材とアルミのより高くより広くの要望に対して複合材として開発され
たものです。

複雑な内部構造の問題や、装飾の不便さが解決されます。特に木の内装は部屋の装飾と統一されてい
ます。もっとも美しくて実用的なサッシです。

Curtain wall thermal system

一枚のガラスの大きさ
●最大幅 2000 ㎜最大高 3000 ㎜

カーテンウォールサーマルシステム
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Curtain wall thermal system

　　　　 サーマルシステムの特徴

・高い安定性
・省エネ建物の完璧なソリューション
・スリムな構造
・高級カーテンウォールに最適です

自由な外観

 

　カーテンウォールサーマルシステムは大開口を必要とする建物において芸術的な効果、
巨大なデザインスペースを実現することが可能です。
カーテンウォールだけでなく、サンルームや屋根にも使用されています。
様々な天候の変化、良好な断熱効果とメンテナンスフリーに適応。
 一体型モジュールシステムの技術は、設計と施工を簡単にし、安全性能を高めます。

　

　カーテンウォールは強度と美しさの完璧な統合を可能とし、最高の美的基準
に適合し、非常に高性能な窓です。 
ビームカラム構造を使用して、最高の保温効果をも達成することが出来ます。
格子状の構造が全体を支えることが出来、全面的ガラスの壁を作れます。
大きさも自由に大きな採光部を作ることが可能です。 

耐荷重プロファイルのイノベーションシステムに関する研究によれば、特別
なガラスカーテンウォールが必要な場合、カラム構造を使用する必要があり
ます。

自由な設計が可能です

耐風圧　Ｓ－６相当
水密性　Ｗ－５相当
気密性　Ａ－４相当
断熱圧　Ｈ－５程度
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　フィックスは、採光用に最適な開閉しないはめ殺しの窓です。
玄関ホール、階段室のピクチャーウインドウに最適です。

　 
　

横軸の外開き窓。
壁面から外へ突き上げる突き出し窓です。

 　

Top hang side hang Fix

　

　サイドハングは最も一般的な開閉方式の縦軸の外開き窓
です。壁側から外に押して出して開きます。

●最小幅 450 ㎜最大幅 1000 ㎜
●最小高 450 ㎜最大高 1800 ㎜

●最小幅 450 ㎜最大幅 1000 ㎜
●最小高 450 ㎜最大高 1800 ㎜

●最小幅 450 ㎜最大幅 1000 ㎜
●最小高 450 ㎜最大高 1800 ㎜

トップハング　サイドハング　フィックス　多彩な窓

サイドハング

フィックス

トップハング

23 24



木材とアルミニウム
　　　　　　　理想的な組み合わせ

MOSER advantage ‒Materials advantage

アルミクラッド標準色（12色）
　
　その他日塗工の品番にも対応可能です。ご相談ください。
（印刷は実物と若干の色の違いがございます。サンプルをご確認ください。）

レッドパイン
ベーシック

ホワイトオーク ガボン・マホガニー
スタンダード ハイグレード

ソリッドwood
木製

強化 5 ㎜ +12A+強化 5 ㎜
ドライエアのみ
熱還流率 2.61

強化 5 ㎜ +12Ar+強化 5 ㎜ Low-e
熱還流率 1.56

強化 5 ㎜ +12Ar+強化 5 ㎜ Low-e
アルゴンガス入り
熱還流率 1.56

ペアガラスをトリプルガラスに変更
強化 5 ㎜ +9Ar+強化 5 ㎜ +9Ar+
強化 5 ㎜ Low-e
熱還流率 1.21

ペアガラスをトリプルガラスに変更
強化 5 ㎜ +9Ar+強化 5 ㎜ +9Ar+
強化 5 ㎜ Low-e
熱還流率 1.21

強化 5 ㎜ +12Ar+強化 5 ㎜ Low-e
アルゴンガス入り
熱還流率 1.56

AL/wood
アルミクラッド

ソリッドwood
木製

AL/wood
アルミクラッド

AL/wood
アルミクラッドのみ

タ
イ
プ

樹
　
種

ハ
イ
グ
レ
ー
ド
ガ
ラ
ス

ガ
ラ
ス

ROTO  内・外開き用ハンドル

GU  ヘーベシーベ用ハンドル
（シルバー）

GU  ヘーベシーベ用ハンドル
（ダークブラウン）

JL324O

JA204O

JK305O

JG103O

JK176YO

JW328O

JJ103YO

JM113YO

LK007O

RD307O

LK145YO

LJ110O
25 26

材種と金具



Ａluminum

MOSER advantage ‒Materials advantage

ドイツ シッケンズ ウォーターラッカー

・ホルムアルデヒドは一切含まれていません。
・除湿性
・紫外線抵抗性・撥水性に優れています。

　シッケンズウォーターラッカーは植物から抽出された有機塗料です。
とても強い浸透性と粘着性があり、木材の劣化を防ぎ、カビや害虫に強い塗料です。

シッケンズ木材保護塗料

　シッケンズ木材保護塗料は、木材に浸透しつつ、表面に塗膜を形成するという特性を持っています。
塗膜には通気性と柔軟性があり、木材の伸縮や呼吸を考慮した理想的な機能を誇る塗料です。
製品によって浸透性塗料に近い（薄膜）タイプ、塗膜の厚いタイプなどがありますので、お好みに応じて
ご使用いただけます。
 仕上がり感においては、木目を鮮明に見せ木材の質感を生かすことを重視しています。
一般的に透明感が高いほど耐候性は劣るとされますが、シッケンズ木材保護塗料は、高品質の酸化鉄系
無機顔料と添加剤の理想的な組み合わせにより、優れた耐候性と美しい仕上がり感を両立させています。
ウォーターラッカーは植物から抽出される有機ラッカーです。
微小分子化合物であり、非常に強い透過性と粘着力を持っています。 木材浸食、カビ、昆虫の害虫に強く、
木材を保護することができます。
　
ペイントフィルムと木材はよく融合します。
良好な浸透性のプライマーは、木材の防水性能を改善し、木材が曲がりません。
紫外線による退色を防ぎ、メンテナンスが容易です。
塗料を塗って磨いてから同じ色を１～２回塗ってコーティングします。

　

　シッケンズは1792年にオランダで画家用の顔料、溶剤を調合するメーカー「シッケンズ社」から生まれました。
その後、多種の塗料製造事業に拡大しヨーロッパの塗料業界をリードしてきました。
200年以上の歴史を誇るシッケンズは、現在はオランダに本拠地を置く世界最大の化学品メーカー
「アクゾノーベル社」の主力ブランドとして、建築、工業、自動車補修用など、様々な分野において世界中の
プロフェッショナルから支持されています。

環境に対する貢献

　シッケンズは光化学スモッグの原因の一つとされるVOC（揮発性有機化合物）の削減に積極的に取り組み、
ヨーロッパの厳しいVOC排出規制に対応した製品を展開させてきました。
さらに屋内用塗料 においては、環境にやさしい水性タイプ（F☆☆☆☆）をラインナップし、日本国内の
ホルムアルデヒド放散規制にも対応しています。今後も世界の塗料ブランドとして、積極的に環境問題に
取り組んでいきます。
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Heat insulation solution 

施工例
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