
外張り断熱

充填断熱

充填断熱

世界最高レベルの断熱性能と
耐震・耐火性能を融合したハイブリッドパネル



は の商品です

人と地球環境という大きな問題を、家族と住宅という基本から考えてみたい。

商品概要

商品構成

ハイブリッドパネルは高性能

■世界最高レベルの断熱性能と耐震性能を兼ねそなえた、省エネ・安全安心なハイブリッドパネルです。

■断熱性は次世代省エネ～パッシブハウスまで、耐震性は壁倍率２.０～４.０（単体）まで対応しています。

外貼壁パネル
（断熱・耐震一体）

床パネル
（ワンタッチ）

充填壁パネル
（断熱・耐震一体）

※フルプレカッ
ト断熱パネル
（リフォーム等に）

小屋パネル
（勾配ワンタッチ）

天井パネル
（水平ワンタッチ）

＋＋

ハイブリッドパネルは要求性能に対応します

■断熱性能は省エネ地域区分並びに要求性能より、壁体の厚さ内で、超す場合はＷ断熱（外貼＋充填）などで。
■耐震性、不燃性は耐力面材種の選択により要求性能に対応します。 ※耐震・耐火に関しては行政の認可、施工基準に準じる



ハイブリッドパネル 構造システム

《見積・製造に必要な設計図書》
●見積依頼の場合は平面図・立面図・仕様書など・・・・・・・
●パネル製造の場合はプレカットデーターＣＥＤＸＭ（シーデクセマ形式）＆ＤＸＦ形式



壁パネル（外貼
り）・外貼断熱パネルは、耐力面材（サーモプライ）と断熱材が一体化されたパネル
です｡
※機械止めは外貼断熱厚さ３５㎜まで、超はＷ断熱で
※外貼耐力面材は壁体内に湿度を入れない透湿抵抗の
高い材料を使用します。

床ワンタッチパネル

・床断熱パネルは落下防止と作業の効率化を図るため樹脂枠が装着されています。
（ワンタッチ床パネル）受け金具不要

・断熱施工で重要な点は床下の冷気･湿気（気流）を建物本体・壁体内に入れない
ことが重要です。 （床パネルは土台・大引の上部揃え）

天井（梁間水平）・小屋（母屋間勾配）ワンタッチパネル
・天井（梁間水平）パネルは、４方樹脂気密補助枠が装着されたワンタッチパネル。
受け金具不要

・小屋（母屋間勾配）パネルは勾配１方に樹脂枠が装着されたワンタッチパネル。
寄棟タイプもワンタッチ

・断熱施工で重要な点は床はもちろんのこと、屋根・小屋からの冷気・暖気・湿

気を建物本体・壁体内に入れない、逃がさない（気密）することが重要です。
（天井パネルは梁間で、小屋パネルは母屋間で気密を取ります。）

天井水平パネル 小屋勾配パネル

商品説明

壁パネル（充填・断熱耐震一体パネル）
・充填壁断熱パネルは、耐力面材（ダイライト・ハイベストウッド････）と断熱材
が一体化されたパネルです。

フルプレカット壁断熱パネル（クリアランス ゛ゼロ ゛）ＮＥＷ

・ 耐震面材が付帯していない断熱材パネルです。リフォーム、付加断熱に



断熱性能比較 は の商品です

断熱材の安全性能

断熱性能は世界最高クラス

ネオマフォーム「高性能で燃えにくい断熱材」として「省エネ大賞」「オゾン
層保護・地球温暖化防止大賞」など断熱材のトップブランドです。

λ＝０．０２０の断熱材 ネオマフォーム

高性能なワケ

ネオマフォーム「高性能なワケ」は気泡構造が髪の毛の太さ（１００ミクロ
ン未満）の微細な基本構造にあります。
※繊維系断熱材では重量が増えると密度が増すことで性能が良くなりま
す、すなわち対流による熱移動が起きなくなるからです。

長期性能維持

ネオマフォームは、熱に強く（炭化します）燃えにくいフェノール樹脂
※プラスチック製の灰皿がフェノール樹脂です。

ネオマフォームは経時変化を抑える高ガス
バリア性と高い独立気泡率で断熱性能を
長期間維持します。

燃えにくい

安 全

ネオマフォームは、燃焼ガス分析では一酸化炭素や二酸化炭素発生量
は少なく、猛毒であるシアンカ水素は発生しません。



ダイライト ハイベストウッド

耐震性能 「阪神・淡路大震災」と同じ震度７の揺れで実験しました。

つくば市（独）防災科学技術研究所において実物大の振動実験を実施しました。
実験の結果、ダイライト・ハイベストウッドともに優れた耐震性を発揮しました。

壁倍率 大建工業 ダイライト ９㎜－２．５倍 １２㎜－３．０倍
ノ ダ ハイベストウッド ９㎜－２．５倍～４倍

※地震に強い家には、壁量を満たした上でのバランスが重要です。

近隣からの類焼・延焼を防ぎ、大切な家族や財産を守ることは、安全・安心な家
づくりの基本条件です。

大建工業 ※ダイライトＭＳ９㎜（屋外側）＋窯業系サイディング１２㎜以上
認定番号ＰＣ０３０ＢＥ－０１２６ ※内装制限なし

ノ ダ ハイベストウッド ９㎜+窯業系サイディング１２㎜以上 +※石膏ボード
９.５㎜ ※内装制限あり（梁桁の側面まで貼り上げ）
認定番号ＰＣ０３０ＢＥ－１０７７

住宅の耐久性を高めます

モノコック工法

耐火性能 「新防火基準」もクリア

巨大な地震の際、建物には大変大きな力がかかることがあります。その力を安
全かつ確実に受け止められるよう、軸組み構造と外力を面で受けるモノコック構
造を採用しました。

耐震性能・耐火性能

湿気を屋外に排出

ハイベストウッド
２．０

外装材との間に適切な通気層を設けることで、内部結露により壁内に生じた
湿気を屋外排出します。

※耐力面材の常時在庫は・ダイライト９㎜ ・ハイベストウッド９㎜



１階床・壁パネル図 ２階壁・小屋天井パネル図

《行政の認可》 次世代省エネ Ⅲ地域・Ⅳ地域 型式認定取得
※改正基準の経過措置は２６年３月３１日

改正省エネ基準 平成２５年４月交付１０月１日施行 低炭素住宅・・・・・

《必要な図書》

見積依頼の場合は平面図・立面図・仕様書など・・・・・・・

パネル製造の場合はプレカットデーターより ＣＥＤＸＭ（シーデクセマ形式）、ＤＸＦ形式

《サポート体制》 改正省エネ基準 外皮Ｑ値計算、Ｎ値計算・・暖房負荷計算・エネルギー
消費計算（～パッシブハウス）

・御社用施工マニアル

平面図

図面サンプル



地域区分 富山県 石川県 福井県 改正地域区分 外皮平均熱貫流率

旧大沢野町　　旧大山町　旧細入村 旧吉野谷村　旧尾口村　旧白峰村 大野市旧和泉村
旧宇奈月町　  旧平村　    旧上平村 0.75
旧利賀村　     上市町　    立山町

旧松任市　旧美川町　金沢市 福井市（旧福井市　旧美山町は除く）
旧野々市町 美浜町　越前町（旧朝日町　旧宮崎村を　 0.87

除く）　河野村　敦賀市

６地域

Ⅲ地域　Ⅳｂ地域除く地域

　　　　　　　　なしⅣｂ地域

Ⅲ地域　Ⅳｂ地域除く地域 Ⅲ地域　Ⅳｂ地域除く地域 0.87

Ⅲ地域　

Ⅳａ地域

４地域

５地域

■外皮熱貫流率目安

厚/㎜ 厚/㎜ 厚/㎜

天井・小屋 100 100 100
50 50 50

壁一般 100 50 50
4 50
20

その他接する床 50 50 50
外気に接する床 66 66 66
その他の床

土間 外気に接する床 35 50 35
（玄関等） 外気に接しない床

（ＧＬより４００㎜）

土間 外気に接する床 50 50 35
（玄関他） 外気に接しない床

（ＧＬより４００㎜）

開口部（窓） W/(㎡・K)
玄関ドア W/(㎡・K)

Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ
1.9 2.4 3.7

［平成１１年基準］

1 2 3 4 5 6 7 8
0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 －

［平成２５年基準］ － － － － 3.0 2.8 2.7 3.2夏期日射取得係数の基準

夏期日射取得係数の基準 0.08 0.07

改 正 基 準
地域区分

熱損失係数の基準［Ｗ/㎡・Ｋ］　Ｕ値

0.67 W/(㎡・K)

※計算は建築環境・省エネルギー機構ガイドブック温暖地用モデルプラン。※第1種換気の場合はＱ値でマイナス約０.３、Ｕ値では０．０９近く良くなります。※実質建物等により数値は変わります。

改正前基準
地域区分 Ⅰ Ⅳ
熱損失係数の基準［Ｗ/㎡・Ｋ］　Ｑ値 1.6 2.7

Ｕ値 外皮熱貫流率 0.46 W/(㎡・K) 0.51 W/(㎡・K)

外部建具
1.88　（樹脂サッシLOW-Eガス複層・トリプル） 1.9　（樹脂サッシLOW-Eガス複層） 2.33　（アルミ樹脂複合サッシLOW-E複層）

2.33　（旧Ⅱ地域対応タイプ） 2.33　（旧Ⅱ地域対応タイプ） 3.49　（旧Ⅲ地域対応タイプ）

20

： ： ：

： 50 ： 50 ： 20

フェノールフォーム フェノールフォーム フェノールフォーム

： 20 ： 50 ：

床

フェノールフォーム フェノールフォーム フェノールフォーム

： ： ：

壁

※充填断熱 　高性能ＧＷ１６㎏ フェノールフォーム フェノールフォーム

※積層ファイバー板(壁倍率２.０倍) 高性能ＧＷ１６㎏
※外断熱 フェノールフォーム

上　部 高性能ＧＷ１６㎏ 高性能ＧＷ１６㎏ 高性能ＧＷ１６㎏
フェノールフォーム フェノールフォーム フェノールフォーム

仕　　　様 高省エネ・耐震住宅（Ｗ断熱） ゼロ・エネルギー住宅 認定低炭素・長期優良住宅　（5地域）

部　　位 断熱材 断熱材 断熱材



※ゼロエネ補助１３０万円(エコポイント併用は不可)

厚/㎜ 厚/㎜ 厚/㎜

屋根 (母屋間勾配の場合) 100 100 50

天井(梁間・梁上部の場合) 100 100 100
： 50 50 50

壁一般 50 50 50
50 50
20

その他接する床 66 66 50
外気に接する床 100 100 66
その他の床

土間 外気に接する床 50 50 35
（玄関等） 外気に接しない床

（ＧＬより４００㎜）

開口部（窓）
玄関ドア

Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅵ
1.9 2.4 3.7

［平成１１年基準］

1 2 3 4 5 6 7 8
0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87 －

［平成２５年基準］ － － － － 3.0 2.8 2.7 3.2

20

床

外部建具

： ：50

　  エピソード クラス LOW-E複層

　  玄関ド゜ア　Ｄ３クラス   ( 3.49)

断熱材

仕　　　様 ２７年度ゼロエネ：Ｕ値０．４以下(１～３地域)

フェノールフォーム

上　部

壁

フェノールフォーム フェノールフォーム

フェノールフォーム

高性能ＧＷ１６㎏
フェノールフォーム

フェノールフォーム

外皮熱貫流率 0.39 W/(㎡・K)

２７年度ゼロエネ：Ｕ値０．６以下(４～７地域)

フェノールフォーム フェノールフォーム

高性能ＧＷ１６㎏ 高性能ＧＷ１６㎏

断熱材

高性能ＧＷ１６㎏

フェノールフォーム

※外断熱 フェノールフォーム

フェノールフォーム

部　　位

W/(㎡・K) 0.67 W/(㎡・K)

フェノールフォーム

：

フェノールフォーム

フェノールフォーム

フェノールフォーム

：

地域区分

熱損失係数の基準［Ｗ/㎡・Ｋ］　Ｕ値

夏期日射取得係数の基準

改正前基準

改 正 基 準

地域区分

熱損失係数の基準［Ｗ/㎡・Ｋ］　Ｑ値

夏期日射取得係数の基準

Ⅰ Ⅳ
1.6

0.08 0.07

2.7

※計算は建築環境・省エネルギー機構ガイドブック温暖化地用モデルプラン。※第1種換気の場合はＱ値でマイナス約０.３、Ｕ値では０．０９近く良くなります。※実質建物等により数値は変わります。

Ｕ値

２７年度゛ゼロエネルギー゛仕様目安　　

　APW-330 LOW-E 複層　南面トリプル
 　 玄関ドア Ｄ２クラス   ( 2.33)

エピソード クラス LOW-E複層

　  玄関ドア　Ｄ３クラス   ( 3.49)

： 50

：

フェノールフォーム

高性能ＧＷ１６㎏

認定低炭素・長期優良住宅 （標準仕様）

断熱材

0.52

改正地域区分 外皮平均熱貫流率 富山県 石川県 福井県 旧地域区分

旧大沢野町　　旧大山町　旧細入村 旧吉野谷村　旧尾口村　旧白峰村 大野市旧和泉村

0.75 旧宇奈月町　  旧平村　    旧上平村
旧利賀村　     上市町　    立山町

旧松任市　旧美川町　金沢市 福井市（旧福井市　旧美山町は除く）
0.87 旧野々市町 美浜町　越前町（旧朝日町　旧宮崎村を　

除く）　河野村　敦賀市

４地域

５地域

６地域

0.87

Ⅲ地域　

Ⅲ地域　Ⅳｂ地域除く地域 Ⅲ地域　Ⅳｂ地域除く地域 Ⅲ地域　Ⅳｂ地域除く地域 Ⅳａ地域

　　　　　　　　なし Ⅳｂ地域



〒９２０－０２１１

石川県金沢市湊１丁目７９番地

ＴＥＬ ０７６－２３７－３２３２

ＦＡＸ ０７６－２３９－２７１１

〒９２０－０２１１

石川県金沢市湊１丁目７９番地

ＴＥＬ ０７６－２３７－３２３２

ＦＡＸ ０７６－２３９－２７１１


