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やすくて、簡単、後施工、窓ガラスの遮熱、断熱、UVカット対策なら

冷暖ガラスシールド

知って得する差別化情報

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/


出典；資源エネルギー庁2017年家庭の省エネ徹底ガイド

A,下図の資源エネルギー庁の資料からわかるように、快適な省エネリフォームで一番重要な
ポイントが窓の断熱対策になっています。
快適にリノベーションするなら、窓の断熱対策を忘れずに対策してください。

Q,省エネリフォームで窓ガラスの遮熱、断熱対策が一番のポイントなの
をご存知でしたか？

上の資源エネルギー庁の資料からもわかる通り
建物の熱の出入りは、夏は73%が窓から太陽熱が入ってきます。
冷房効率は窓ガラスの遮熱、断熱対策が省エネ対策に最も有効
です。

快適な住環境を作るポイントとして窓ガラスの断熱対策が一番重
要です。これは窓ガラス以外は、壁、内装材に断熱材を使っている
ため、断熱機能がありますが、
既存の窓ガラスは遮熱、断熱性能が少ないノーマルガラスが多く
あり、断熱対策する場合は、後付けLOW-Eガラス1㎡4万円前後
で取り付けられています。
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●窓から冷房時に
外から熱が入ってくる割合

冬は、58%が温かい室内の熱が、冷たい外へ窓から
熱逃げしていきます。

冬は、ガラスのほうが内装材より、熱伝導率が高いため、室内の暖
められた空気は、窓ガラスから、冷たい外へ熱移動していきます。
そのため、窓際が冷え冷えゾーンになり、結露が発生する原因にな
ります。冬場の窓際がいつも冷え冷えなのは、この冷輻射が原因で、
室内の暖房熱が窓ガラスから逃げているからです。
窓ガラスに冷暖ガラスシールドをすることで、赤外線を大幅に吸収
し、室内に再放射するため、部屋から熱逃げが少なくなり、冬場、室
内が温かくなります。結露の発生も50％以上抑制できます。

●暖房時に
窓から熱逃げする割合



床面積 窓面積 内窓サッシ
内窓断熱、遮熱コート

メーカー責任施工

10畳

16㎡

8㎡×4万円

32万円
8㎡×10000円

＝8万円

12畳

20㎡

10㎡×4万円

40万円
10㎡×10000円

＝10万円

30㎡
15㎡×4万円

60万円
15㎡×10000円

＝15万円

50㎡
20㎡×4万円

８0万円
20㎡×10000円

＝20万円

内窓サッシVS冷暖ガラスシールド責任施工価格

8㎡

10㎡

15㎡

20㎡

リーフォーム時、内窓サッシとのコスト比較

⑴Low-Eペアガラス
￥40,000/㎡～

⑵内窓サッシLow-E
￥40,000/㎡～

⑶遮熱フィルム
￥15,000/㎡～

⑷他社ガラスコーティング
￥15,000/㎡～

Q,窓の断熱対策は、LOW-Eペアガラスが中心と考えていませんか。

A,窓の遮熱・断熱リノベーション商品として以下の対策商品がありますが、冷暖ガラスシールドが
コスト的にも性能的にも最適です。コート前ガラスとコート後ガラスの光学特性＝赤外線カット率、
UVカット率、可視光透過率測定器がその場で確認することができます。
特に既存建物の場合は簡単に後施工ができます。特に輻射冷暖房シアーとの遠赤効果での
相乗効果は、さらに冷暖機能をアップさせます。



LOW-EペアガラスとLOW-Eペアガラスに冷暖ガラスシールドを塗布した場合の比較

AGCのサンバランス

LOW-Eペアガラス

・可視光透過率 76％
・UVカット率 ７２％
・赤外線カット率 69％
・SHGC 0．52
・遮蔽係数SC値 0.59

AGCのサンバランスLOW-Eペアガラスに

冷暖ガラスシールドをコート

・可視光透過率 62％
・UVカット率 100％
・赤外線カット率 96％
・SHGC 0．32
・遮蔽係数SC値 0.36

A、これまで設計士は、省エネリフォーム時、窓ガラスの遮熱、断熱対策は、新築時にLOW-Eガラス、
既存のノーマルガラスには後付サッシを採用するのが一般的です。
今回、輻射冷暖房シアーとセットで既存でAGCのサンバランスLOW-Eペアガラスだ採用されている
窓ガラスに、さらに冷暖ガラスシールドをコートすることで大幅な断熱性能がアップしました。
コート前とコートした後で、窓からの熱逃げが大幅に少なくなり、金曜日の夜10時の暖房を切った
時点の室内温度26℃から朝7時の時点でわずか1℃の25℃しか下がっておらず、保温効果
が大幅にアップしました。これまでは、5～6度近く下がっていたことから、冷暖ガラスコートの遠赤
恒温、保温機能が確認できます。
LOW-Eペアガラスでこれだけの性能アップがlできるのであれば、単板ガラスや、ノーマルペアガラス
の場合、冷暖ガラスシールドをコートすることで遮熱、断熱性能を大幅にアップすることができます。
冷暖ガラスシールドは、1㎡1万円とコスト的に安く、省エネリフォーム対策に最適です

AGC

Q, LOW-Eペアガラスの冷暖性能が大幅アップできることをご存知でしたか。

大幅性能アップ



A,開口部の遮熱、断熱対策で、LOW-Eペアガラスで十分性能があると思っている設計士の方
が多いと思いますが、十分ではありません。1㎡1万円の冷暖ガラスシールドをプラスすると
30％以上断熱、遮熱性能が大幅にアップします。

ノーマルガラスに後付けでサッシを1㎡4万円前後で設置工事するケースがありますが、
価格が高いだけではなく、性能も十分ではありません。ノーマルガラスに1㎡1万円で
冷暖ガラスシールドをコートした方がコストも安く大幅に性能アップします。

ノーマルペアガラスにも冷暖ガラスシールド1㎡1万円でコートすると大幅に性能アップします。
通常エアコンの場合で上記のようになりますが、輻射冷暖房とのセットの場合は、
遠赤効果が大幅に冷暖効果がアップします。

Q,冷暖ガラスシールドによる遮熱、断熱性能のアップをご存知ですか

これは、断熱リフォームにとって、気づき、大きな発見です

ガラスの種類

単板ガラス

ベアガラス

LOW-Eペアガラス

ガラスの種類による断熱性能の比較(熱貫流率)

断熱性能

光学特性 3㎜ノーマル単板ガラス
3㎜ノーマル単板ガラス

＋冷暖ガラスシールド

UVカット率 13% 100%

赤外線カット率 18% 90%

可視光透過率 90% 72%

光学特性 3－6－3ノーマルペアガラス
3－6－3ノーマルペアガラス

＋冷暖ガラスシールド

UVカット率 24% 100%

赤外線カット率 33% 90%

可視光透過率 80% 70%

光学特性
3－6－3LOE-Wペアガラス

旭硝子;サンバランス

3－6－3LOW-Eペアガラス

旭硝子;サンバランス

＋冷暖ガラスシールド

UVカット率 72% 100%

赤外線カット率 69% 96%

可視光透過率 76% 62%

3種類のガラスの性能と

＋冷暖ガラスシールドをコートした性能アップ値



ガラスコートの種類
遮熱・断熱

ナノ材料

可視光

透過率

紫外線

カット率

近赤外線

カット率

赤外線

カット率
施工価格 取扱店

1
フリー

HOTガードH-SP
CTO 80%～ 99%～ 80%～ 90%～

1㎡2500円

1㎡4000円

1㎡12000円

ＤＩＹサポート店

節電、健康ECOハウス店

省エネ健康推進協議会

2 法人向け省エネ対策

省エネガラスコートH-SP

CTO 75％～ 99%～ 85%～ 90%～

企業向け

チェーン店舗向け

1㎡8800円

節電ＥＣＯショップ直

3マイスター店合同施工

3
業界最高遠赤断熱商品

冷暖ガラスシールド
MTO 70％～ 99%～ 90%～ 95%～

通常1㎡12000円

トリプル遠赤冷暖では

1㎡10000円 省エネ健康推進協議会

節電ECOショップ施工

4 他社遮熱断熱ガラスコート ATO 75％～ 99%～ 50%～ 90%～
1㎡12000円

～15000円 他社メーカー

　　　　　専用・遮熱、断熱、UVカットコート＝冷暖ガラスシールド

業界最高遮熱、遠赤断熱性能でトリプル遠赤冷暖専用商品

A,今回開発した、トリプル遠赤冷暖用の冷暖ガラスシールドは、人間が一番熱いと感じる

近赤外線900ナノ～1100ナノの波長域を90%以上カットし、輻射冷暖房と共鳴振動する

遠赤外線を95%吸収する業界最高の窓の熱移動を制御する遮熱・断熱・UVカット 窓ガラス
用コーティングです。

今回一般社団法人 省エネ健康推進協議会が展開する「ダブル冷暖快適リノベーション」、

「トリプル冷暖快適リノーベーション」向けに、業界最高遮熱、遠赤断熱性能商品

「冷暖ガラスシールド」、をメーカー直の全国統一の責任施工価格で展開します。

そのため一般販売はしていません。

Q,冷暖ガラスシールドの冷暖性能は



上記の通り、既存建物の中で、窓ガラスの断熱対策が一番重要になり、その為、LOW-Eペアガラ
スや遮熱フィルム、断熱、遮熱ガラスコートが採用されています。断熱・遮熱対策がない場合、冷房
の効きが悪くなります。冷房機器の省エネ対策だけでは、節電対策として十分ではありません。
冷房効率アップに重要な窓ガラスの遮熱、断熱コート 「冷暖ガラスシールド」の塗布をセットでお
勧めします。

夏の室内温度を低くする方法として、太陽熱が一番入る窓ガラスに遮熱コートをすることが一番効
果的ですが、夏場の部屋は、暖められた空気が窓に近い天井付近に集中し、冷たい空気が足元の
状態になり、部屋の温度バランスが不均一になっています。

窓ガラスに遮熱ガラスコートをコートすることで冷房の効きが大幅によくなります。省エネ率25％。
室内の温度むらをなくすことにより、冷房の負荷が少なく、省エネになり、また温度むらによる不快感
も少くなります。

窓に遠赤断熱コートをコートすることで、夏の太陽直遮熱を5～10度、室温を2～3度下げ省エネ率
25%以上の効果があります。1回のコートで遮熱フィルムの2倍15年以上の耐候性ありがあります。

Q,夏、冬の室内の熱の移動と対策をご存知ですか

A,夏の遮熱効果の
メカニズム⇒

①熱は暑いところから寒いところへ移動します。熱移動の原理
②外の暑さが冷房の効いた冷たい室内へ入ってきます。

A,冬の断熱効果の
メカニズム⇒

①熱は暑いところから寒いところへ移動します。熱移動の原理
②室内の暖房熱が窓から冷たい外へ熱逃げしていきます。

断熱性能は、熱伝導率をいかに低くするかで決まります。熱は暑いほうから冷たい方へ、必ず伝導
します。冬は、室内が暖房で温かく、外が冷たいため、室内の暖かい空気が、冷たい外に向かって熱
移動していきます。
室内の壁は樹脂塗料または壁紙＝塩ビシートなため、窓ガラスに比べ熱伝導率が低いことから、必
ず、壁よりも、一番熱移動が激しいのが窓ガラスになるため、窓ガラスから熱が逃げやすくなります。
以上の理由から窓ガラスの断熱対策が、省エネに一番効果的です。
今回、一番安く費用対効果の高い遮熱、断熱ガラスコートを勧めています。

冬、室内を効率的に暖め、保温、恒温する方法として、遠赤外線塗料を内装材に塗布することも大
きなポイントになります。輻射遠赤冷暖房とセットで使用することで、暖房機器から放射された遠赤
外線が、内壁面の遠赤外線塗料で吸収再放射され、部屋中を放射状態にすることで恒温、保温
効果で、温度むらをなくし、省エネも20％以上期待できます。通常の内壁は、暖房機器からの遠赤
外線を壁面で吸収したまま、再放射が少ないため、保温、恒温効果が大きく減衰してしまいます。
今回の室内断熱塗料には、業界最高の98％以上の遠赤外線放射率である角閃石のセラミックを
使用した遠赤外線塗料です。
冬は、室内の暖房熱（遠赤外線）を90％以上カットする為、窓から熱逃げするのを防ぎます。日中
に太陽直射熱が室内に入った分の熱量は、 そのまま熱逃げせず、保温効果で室温自体が２～３
度高くなり、暖房設定温度も ２～３度下げることができます。 省エネ効果20～30％の断熱効果
があります。

コートすることにより、塗膜は撥水性が高くなる為、結露発生時の水ダレ抑止効果があります。また
塗布したガラス面は吸熱性が高く、ノーマルガラスより保温性が上がる為、結露の発生自体を遅ら
せ、結露の引きも早くなります。
＝結露抑制効果50％以上



東京都都市整備局の住宅の省エネリフォームガイドブックに戸建て住宅の場合
の省エネ対策項目が載っています。
トリプル遠赤冷暖システムにすると の部分の対策ができます。

3、〇

5、〇

4、〇

6、〇

１，〇

2、〇

〇

住宅の省エネリフォームガイドブック

戸建て住宅の場合

屋根の日射遮蔽
天井・屋根の断熱
壁の断熱

1、〇
4、〇

5、〇

2、〇

6、〇

窓の日射遮蔽
窓の断熱

3、〇

トリプル遠赤冷暖システムによる断熱対策、省エネリフォーム
おすすめポイント

高効率な設備へ
の取り換え

通常これら3つを断熱対策を行おうとすると大幅な工事とコスト
がかかりますが、今回提案する内装からの遠赤冷暖塗装は、
必要な部屋の内装を遠赤断熱対策できるため、工事も簡単でコ
ストも安く調整できます。200㎡120万円・1㎡6000円

通常これら2つを断熱対策を行おうとすると、後付けサッシが中心
で、コスト的にも戸建てで30㎡100万円以上のコストがかかります
が、冷暖ガラスシールドだと30万円で解決できます。

上記2つの遠赤断熱商品と輻射冷暖房機シアーのトリプル遠赤冷暖
システムにすると1台の室外機と1階及び2階の2台の輻射冷暖房機
で快適な無風、無音、温度むらなしの快適な冷暖房システムになります。
2台の輻射冷暖房機と1台の室外機で193万円。
全館空調より格安になります。

8ページ



東京都都市整備局の住宅の省エネリフォームガイドブックにマンションの
場合の省エネ対策項目が載っています。
トリプル遠赤冷暖システムにすると の部分の対策ができます。

〇、5

〇、6

〇。7

〇、8

〇、3

〇、4

〇

マンションの省エネリフォームガイドブック

〇、2

〇、1

屋根の日射遮蔽
外壁、屋上の断熱
内壁、天井の断熱

窓の断熱
窓の日射遮蔽
内窓の断熱
内窓の日射遮蔽

トリプル遠赤冷暖システムによる断熱対策、省エネリフォーム
おすすめポイント

高効率な設備へ
の取り換え

通常これら3つを断熱対策を行おうとすると、共用部分もあり管理組合
の承諾を散らなければできません。また大幅な工事とコストがかかり
ますが、今回提案する内装からの遠赤冷暖塗装は、必要な部屋の内装
を遠赤断熱対策できるため、工事も簡単でコストも安く調整できます。
リビング、ダイニング、隣接の部屋100㎡60万円・1㎡6000円

通常これら4つを断熱対策を行おうとすると、後付けサッシが中心
で、コスト的にもマンションの場合、２0㎡80万円以上のコストがかかり
ますが、冷暖ガラスシールドだと20万円で解決できます。

上記2つの遠赤断熱商品と輻射冷暖房機シアーのトリプル遠赤冷暖
システムにすると1台の室外機と1台の輻射冷暖房機で快適な無風、
無音、温度むらなしの快適な冷暖房システムになります。
1台の輻射冷暖房機と1台の室外機で113万円で窓断熱の冷暖
ガラスシールドも含まれます。

〇、1
〇、2

〇、5

〇、3

〇、4

〇、6

〇。7

〇、8

9ページ



東京都では、既存住宅の省エネルギー化を促進するため、省エネリフォームの
実施事例を募集し、窓の断熱性能の向上で優良な6件を選定

東京都都市整備局WEBサイトに掲載

後付け内窓サッシ・内窓ガラス1㎡5万円以上

LOW-Eガラス中心の既存の窓ガラスの省エネ対策事例



窓断熱対策商品と冷暖ガラスシールドの費用対効果比較

エアコン稼働時間1日9：00～17：00の8時間：ピーク時11時～16時の5時間

冷暖ガラスシールド
提携企業特別価格

10,000 円/㎡ 1,000,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 5.7 年 204,984 円 4.9 年

業界最高遮熱性能
一般企業向け
冷暖ガラスシールド

12,000 円/㎡ 1,200,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 6.8 年 204,984 円 5.9 年

一般企業向け
HOTガードH-SP 12,000 円/㎡ 1,200,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 6.8 年 204,984 円 5.9 年

他社ガラスコート
15,000 円/㎡ 1,500,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 8.5 年 204,984 円 7.3 年

高性能遮熱フィルム 15,000 円/㎡ 1,500,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 8.5 年 204,984 円 7.3 年

後付けＬＯＷ－Ｅ 30,000 円/㎡ 3,000,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 17.1 年 204,984 円 14.6 年

Low-Eペアガラス 40,000 円/㎡ 4,000,000 円 13 円 683,280 円 175,603 円 22.8 年 204,984 円 19.5 年

30%削減時 回収施工価格 100㎡施工時 電気料金/kwh 電気料金/年 25%削減時 回収

個人住宅での比較；20㎡施工時の償却年数シミュレーション例

エアコン稼働時間1日9：00～17：00の8時間：ピーク時11時～16時の5時間

冷暖ガラスシールド

トリプル遠赤冷暖
10,000 円/㎡ 200,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 3.3 年 69,984 円 2.9 年

業界最高遮熱性能
一般企業向け
冷暖ガラスシールド

12,000 円/㎡ 240,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 4.0 年 69,984 円 3.4 年

一般企業向け
HOTガードH-SP 12,000 円/㎡ 240,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 4.0 年 69,984 円 3.4 年

他社ガラスコート
15,000 円/㎡ 300,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 5.0 年 69,984 円 4.3 年

高性能遮熱フィルム 15,000 円/㎡ 300,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 5.0 年 69,984 円 4.3 年

後付けＬＯＷ－Ｅ 40,000 円/㎡ 800,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 13.3 年 69,984 円 11.4 年

Low-Eペアガラス 40,000 円/㎡ 800,000 円 27 円 233,280 円 59,953 円 13.3 年 69,984 円 11.4 年

30%削減時 回収施工価格 20㎡施工時 電気料金/kwh 電気料金/年 25%削減時 回収

法人既存建物での比較；100㎡施工時の償却年数シミュレーション例


