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窓の可能性を広げるために、Armaliteは、ラインアップを続々拡充していきます。   

日本の窓を､変える。
  光や風とともに暮らし、四季折々の景色を楽しむ。日本人は昔から、夏の暑さや冬

の寒さと上手に付き合いながら、自然との調和をベースに日々の生活を育んできまし

た。しかし、時代が移りゆく中で、地球の温暖化をはじめ、わたしたちを取り巻く環

境も大きく変わってきています。日本の窓はこれからどうあるべきか。求められるの

は、次の時代を見据えた“高性能”と、日本の風土や暮らしにフィットする“日本最

適デザイン”である。住まいの快適さ・省エネをさらに一歩進める窓へ。光や風、美

しい景色をもっと身近に感じられる窓へ。Armaliteは、最先端の技術と変わらぬ志で

、これからの日本の窓を変えていきます。
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商品冊子
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経営範囲

工業系シリーズ

ウィンターガーデンシリーズ

よく見かけられるタイプ

定番の窓シリーズ

（引違い窓シリーズ、すべり出し窓シリーズ）

Winter gardenは硝子と金属枠を組み立てて、非伝統的な建築であり、光りを浴び、
自然にふれる目的。



AM 86 WINDOW SERIES 

AM 86 

商品説明
PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品

サッシW：84.4MM；開き部ガラス溝幅：25.0MM；
FIX部ガラス溝幅：24.0MMM

内容構成

商品情報

その他商品に関する事項

●開閉方式
   すべり出し窓

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：1.6MM 
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：輸入品／国産品  
  ガラス：使用可能厚22MM
  気密パッキン：EPDMゴムパッキン 
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。

納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項

商品画像

AM 86 AW NING WINDOW
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 すべり出し窓 AM 86 WINDOW SERIES 

AM 86 
 すべり出し窓



商品画像

たてすべり出し窓
AM 86 FLAT WINDOW SERIES

AM 86 

商品説明
PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品

サッシW：84.4MM；開き部ガラス溝幅：32.0MM；
FIX部ガラス溝幅：24.0MM
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内容構成

商品情報

その他商品に関する事項

●開閉方式
 たてすべり出し窓

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：1.6MM 
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：輸入品／国産品  
  ガラス：使用可能厚22MM
  気密パッキン：EPDMゴムパッキン 
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。

納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項

AM 86 AW NING WINDOW
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AM 86  CASEMENT  WINDOW



商品画像
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 たてすべり出しドア
AM 86 PING DOOR SERIES

AM 86 

商品説明
PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品

サッシW：84.4MM；開き部ガラス溝幅：32.0MM；
FIX部ガラス溝幅：24.0MM

内容構成

商品情報

その他商品に関する事項

●開閉方式
  内開き、外開き

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：2.0MM  
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：輸入品／国産品  
  ガラス：使用可能厚22MM
  気密パッキン：EPDMゴムパッキン 
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。

納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項

AM 86 CASEMENT DOOR

10



●開閉方式
　引違いドア 、引違い窓

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：引違い窓1.6MM/引違いドア2.0MM
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：輸入品／国産品  
  ガラス：使用可能厚22MM
  気密パッキン：珪化ウール
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。

引違いドア 、引違い窓
AM86 SLIDING DOOR AND SLIDING WINDOW SERIES 

AM 86 

商品説明

内容構成

PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品。

商品情報

サッシW：84.4MM；
開き部ガラス溝幅：25.0MM

その他商品に関する事項

商品画像

AM 86 SLIDING DOOR
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納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項



●開閉方式
 折戸

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：2.0MM  
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：中国産 HOPO  
  ガラス：使用可能厚29MM
  気密パッキン：EPDMゴムパッキン 
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。

1

折戸
75T FOLDING DOOR SERIES 

75T

商品説明

内容構成

PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品

商品情報

サッシW：75MM；サイドバー(断熱材)幅:：14.8MM； 
開き部ガラス溝幅：36.0MM

1

商品画像

75T BI-FOLDING DOOR
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その他商品に関する事項

納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項



●開閉方式
 　内開き内倒し窓

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：1.4MM  
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：輸入品／国産品  
  ガラス：使用可能厚29MM
  気密パッキン：EPDMゴムパッキン 
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。

1

内開き内倒し窓 
AT 60 INTERNAL OPEN WINDOW SERIES

AT 60

商品説明

内容構成

PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品

商品情報

サッシW：60MM；サイドバー(断熱材)幅：14.8MM；
開き部ガラス溝幅：27.0-34.0MM、 FIX部ガラス溝幅：27.0-34.0MM
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商品画像

AT 60 TILT&TURN WINDOW
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その他商品に関する事項

納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項



1

断橋　たてすべり出し窓
AT 60 BROKEN BRIDGE FLAT WINDOW SERIES 

AT 60

商品画像

AT 60 AWNING WINDOW
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●開閉方式
 内開き、外開き

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：1.4MM  
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：輸入品／国産品  
  ガラス：使用可能厚29MM
  気密パッキン：EPDMゴムパッキン 
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。

商品説明

内容構成

PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品

商品情報

サッシW：60MM；サイドバー(断熱材)幅：14.8MM；
開き部ガラス溝幅：27.0-34.0MM、FIX部ガラス溝幅：27.0-34.0MM

その他商品に関する事項

納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項



 すべり出し窓/外開きすべり出し窓 
AT 60 HANG ON / OUTSIDE THE SUSPENSION WINDOW SERIES

AT 60

商品説明

内容構成

PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品

商品情報

窗框宽度尺寸：60MM；隔热条尺寸：14.8MM；
 扇玻璃槽口：27.0-34.0MM、 固定玻璃槽口：27.0-34.0MM
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商品画像

AT 60 CASEMENT WINDOW

2020

その他商品に関する事項

納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項

●開閉方式
  すべり出し窓/外開きすべり出し窓

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：1.4MM  
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：輸入品／国産品  
  ガラス：使用可能厚29MM
  気密パッキン：EPDMゴムパッキン 
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。



●開閉方式
  内開き、外開き

● 商品の配置
  アルミ材：6063-T5；型材厚さ：2.0MM  
  アルミ材への表面処理：静電粉体塗装、フッ素樹脂コーティング（粉体塗装）、木目風塗装  
   金物：輸入品／国産品  
  ガラス：使用可能厚29MM
  気密パッキン：EPDMゴムパッキン 
  固定網戸とスッキリ網戸選択可能；

●基本性能… 耐風圧性：Ｓ－３（１６０）等級
　　　　　　　気密性：Ａ－４（２）等級
　　　　　　　水密性：Ｗ－４（３５）等級
　　　　　　　　　　　フラットアタッチメント使用時はＷ－３（２５）等級
　　　　　　　遮音性：等級２（住宅性能表示）
　　　　　　　　　　　 住宅型式性能認定による
※上記基本性能はJISに基づく代表機種
　 サイズにより該当しないものがあります。

断橋　片開きドア
AT 60 BROKEN BRIDGE FLAT DOOR SERIES

AT 60

商品説明

内容構成

PRODUCT INTRODUCTION

アルミサッシ（枠・グレモンを含む）、ガラス、金物部品

商品情報

サッシW：60MM；サイドバー(断熱材)幅:14.8MM；
開き部ガラス溝幅：27.0-34.0MM、  FIX部ガラス溝幅：27.0-34.0MM

その他商品に関する事項
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商品画像

AT 60 FRENCH DOOR

2222

納期、在庫に関する事項

納期を確認後、出荷予定日をメールにてご連絡します。

梱包、配送に関する事項

硝子は障子に組み込んだ状態で発送しますが、枠の組立は現地対応となります。

その他注意事項
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造型が斬新　デザインが綺麗　構造が安全

自然に近づき、リラックスな生活を楽しもう SLOWLY

サンルームの専門

SUNROOM
お茶一杯　ラウンジチェア一個

日差しの日陰　午後の一日
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サンルームシリーズ
ROOM SERIES 

SUN

2625 26

SOME COMMONLY USED

FIGURE 3D JANE TYPE

部分3D立体簡易構造図
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標準取付部品（金属部品サンプル図）

Standard take out parts
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 引違いドア

引違い窓

たてすべり出し窓

たてすべり出し窓

 折戸

たてすべり出しドア

すべり出し窓

すべり出し窓
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オプショカラー

1号色

4号色

7号色

10号色

2号色

5号色

8号色

11号色

3号色

6号色

9号色

1号色

OPTIONAL COLOR

工事事例
THE ENGINEERING CASE
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アルミサッシ生産、加工のサプライヤ:
SUPPLIERS OF COOPERATION:

海外OEM工場：中国、ドイツ

金属部品：ドイツ、オーストラリア、香港

ドイツ　“SIEGENIA”　” ドイツ　　“Gretsch Unitas”

香港　“KIN LONG” 仁仕門窓

アメリカ　“Dow Corning” ドイツ　　“WEISS CHEMIE + TECHNIK GMBH & CO. KG社”

広栄鋁業

アルミニウム合金型の材料：Armalite

資格証明書
Certificate of qualification



アルミサッシ製造の流れ

ORDER PROCESS

予 約 測 量

ア フ タ ー サ ー ビ ス製 造 設 置契 約

デ ザ イ ン と 見 積 も り

33 34

問 い 合 わ せ
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GOOD LIFE

Link to
Good Live

Link to
Good Living

高性能窓
単体引違い窓（サイズ追加）

横すべり出し窓（サイズ追加）

FIX窓　内押縁タイプ（サイズ追加）

装飾引違い窓（サイズ追加）

テラスドア（サイズ追加）

掲載版

日 本 の 窓 を 変 え て い き ま す 。

販売代理元：

ベトナム支社　Lô 25 Nhà vườn 2 Khu Đô Th ị Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng 
                   Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

        
担当者  ： Trần Văn Đức　 （越南语、日语）
            Tel : 0987126585  　　　　　
             宫本惇司　miyamotoatushi （日语、中文）　
             Tel : 0812513881     

関連工場：

・中国上海工場　　中国上海浦东新区惠南镇盐大路135号2幢南区

・中国江西工場　　中国江西省南昌市安义县工业园区东阳大道

お問い合わせ先： 0886796036

http://www.armalite.co.jp     

info@armalite.co.jp    

  

COMPANY PROFILE

社名：株式会社アーマライト

所在地：〒170-0014

東京都豊島区北大塚2-7-9-6F  

設立：2000年2月16日

営業内容：

・住宅建築材輸出入販売、アルミサッシの輸出入販売。

・住宅資材の輸出入販売。

・住宅設備機器の施工及び卸業。

・新築、増改築及び各種建築工事。

・電気照明器具並びにその装飾用付所属品の製造、販売、取付。


