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省エネガラスコートH－SCって何

窓ガラス用・遮熱・断熱・UVカットコート
窓から省エネ
断熱ガラスコート

一般社団法人
省エネ健康推進協議会



出典；資源エネルギー庁2017年家庭の省エネ徹底ガイド

夏は73%が
窓から太陽熱が
入ってきます。

窓
７3％

外壁7％

屋根
11％

換気口6％

●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。

●暖房時に窓から熱逃げする割合

夏冬

建物省エネ・断熱対策は、窓ガラスの断熱対策が一番のポイント



窓からの熱の出入りが建物で一番大きいため、省エネリフォームを実施する際に
は、窓の遮熱・断熱性能や日射遮蔽性能を向上させることが重要です。

経済産業省HPからの省エネ案内

1960年代～ 1970年代～ 1990年代～ 2010年代～ 2020年代～

アルミサッシ＋単板ガラス アルミサッシ＋複層ガラス アルミ樹脂＋複層ガラス 樹脂サッシ＋LOW-Eガラス 樹脂サッシ＋ダブルLOW-Eガラス

2010年以降・年新築80万戸～は断熱対策

戸建て住宅やマンションは、LOW-Eガラスが
標準化されていますが、店舗、オフィスビル等
の法人建物の９０％はノーマル単板ガラスで
省エネ対策が遅れています。

既存建物の窓断熱対策が今後の課題



東京都都市整備局WEBサイトに掲載

施工価格1㎡ 5万円以上

既存の窓ガラスの省エネ対策事例



⑴Low-E
ペアガラス

￥45,000/㎡～

⑵内窓サッシ
Low-E

￥40,000/㎡～

⑶遮熱フィルム
3mナノ８０

￥15,000/㎡～

⑷他社ガラス
コーティング

￥15,000/㎡～

1㎡10,000円省エネガラスコートH－SC

業界最高遮熱性能;節電ECOショップ責任施工；5年以内償却プラン

窓の遮熱・断熱 省エネ対策商品&コスト比較



空調負荷軽減

省エネガラスコートH－SCとは

内窓ガラスに専用ローラーで塗布できる
赤外線&紫外線カットの省エネナノコート剤です。

節 電
遮熱・断熱効果で

空調負荷25％軽減

遮 熱
夏のじりじり暑さ

西日対策

冬の暖房熱

熱逃げ抑制

断 熱
有害紫外線

99%以上カット

紫外線

（※ISO9050基準）

結 露
50%抑制

水ダレ防止
15年

フィルムの2倍

耐久性

窓ガラス遮熱・断熱コートで業界NO.1の性能、
世界30か国以上に販売。
100万㎡以上の施工実績。

省エネガラスコートH－SCは、スケッチ商品の中で最高遮熱性能商品



4、窓、サッシ、壁面
の結露

2、窓から入ってくる
有害紫外線

１、西日が暑い、冷房の効き
が悪い

3、窓際が冷える、暖房の効きが
悪い・電気代がかかる

6、エアコンの対流や乾燥
温度むらが苦手

5、冷暖房の効きが悪い。
電気代が高い。

省エネガラスコートH－SCにより上記の問題解決ができます。

省エネガラスコートH－SCのこれまでの施工依頼は、以下の問題解決



業界最高遮熱性能・冷暖ガラスシールドと他社遮熱性能比較

比較項目 2008年～ 2011年～ 2016年～ 2022年～ 商品名

遮熱材料

近赤外線カット率

遮熱材料 ATO ATO/ITO

近赤外線カット率 50% 60％～70％

遮熱材料 80％～　HOTガードH-SP

近赤外線カット率 85％～　省エネガラスコートH-SP

遮熱材料 MTO 90％～　冷暖ガラスシールド

近赤外線カット率 CTO 90％～　省エネガラスコートH－SP

省エネ流れ 省エネ改正法

福島原発事故

節電対策で

大ブレーク

世界的

SDGs
SDGｓ

ZEB・ZEH

スケッチ

廃版 省エネガラスコート

CTO

80％～85％

断熱ガラスコートの性能比較推移

他社
ATO ATO・ITO

各社商品名
30～40％ 50%



〈参考〉ノーマルガラス3mm

D社E:3mmガラス F社:3mmガラス

T社:3mmガラス

紫外線カット率 : 99.2%
赤外線カット率 : 28%
可視光透過率 : 88%

紫外線カット率 : 12%
赤外線カット率 : 16%
可視光透過率 : 92%

紫外線カット率 : 12%
赤外線カット率 : 17%
可視光透過率 : 92%

紫外線カット率 : 99.8%
赤外線カット率 : 31%
可視光透過率 : 86%

E社:6mmガラス

紫外線カット率 : 99.5%
赤外線カット率 : 43%
可視光透過率 : 85%

紫外線カット率 : 99.7%
赤外線カット率 : 91.4%
可視光透過率 : 70.4%

●各社のサンプルガラス計測値

省エネガラスコートH－SC3mm

他社商品との違い 光学特性器による遮熱性能比較



節電ECOショップ・スケッチ「省エネガラスコートH－SC 」

Ecop「KB（クリスタルボンド）90」

石原産業「ST-IR21」

フミン「フミンコーティング」

環境省ETVに登録されています。
詳しくは、http://www.env.go.jp/policy/etv/field/f05/p3.htmlで検索ください。

競合他社との遮熱性能比較

最も暑いと
感じる波長域

紫外線 近赤外線

ATO

CTO・MTO
最高遮熱タイプ
世界NO,1商品

省エネガラスコートH－SC

分
光
透
過
率
（
％
）

75％

50％

380㎚ 900㎚～1100㎚

遮熱性能の差

遮
熱
カ
ッ
ト
率

低

高



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

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

AGC

37％
大幅性能アップ

AGCのLOW-Eペアガラス AGCのLOW-Eペアガラスに
省エネガラスコートH－SCをコート

遮熱性能

LOW-EペアガラスとLOW-Eペアガラスに省エネガラスコートH－SCを塗布した場合の比較

赤外線カット率69％ 赤外線カット率96％

LOW-Eガラスが大幅性能アップ。意外に知られていません

before after



ノーマルガラス・ペアガラスの断熱対策に、安くて、性能が高い省エネガラスコートH－SC

コストが安く、
大幅に性能アップ

1㎡1万円のコスト
でLOW-E以上
の遮熱性能アップ

安くて簡単光学特性
3㎜ノーマル

単板ガラス

3㎜ノーマル単板ガラス

＋省エネガラスコートH－SC
50㎡施工時のコスト

UVカット率 13% 99% 後付けLOW-E・200万円に対し

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

＋省エネガラスコートH－SC
20㎡施工時のコスト

UVカット率 24% 99% 後付けLOW-E・200万円に対し

赤外線カット率 33% 90%

可視光透過率 80% 70%

光学特性

3－6－3

LOE-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

＋省エネガラスコートH－SC
20㎡施工時のコスト

UVカット率 72% 99% LOW-Eガラス・200万円に対し

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

＋省エネガラスコートH－SCをコートした性能アップ値

ノーマルガラスにプラス

省エネガラスコートH－SP

50万円

ペアガラスにプラス

省エネガラスコートH－SP

50万円

既存LOW-Eガラスプラス

省エネガラスコートH－SP

50万円



夏場のピークカットで電気代基本料金を安くしましょう

電気の基本料金ってどうやって決まるの？

直近1年間で、一番電気を使用した30分間の時間帯の電気使用量を
基準に、その後の1年間の電気代の基本料金が決められます。
(一般的には、8月の一番暑い日)

電気料金の削減で一番の対策は？

1、ピークカット…もっとも電気を使う時間帯＝ピークの電気使用量
を削減して基本料金を安くする。

2、ピークシフト…電気使用量の少ない時間帯に電気を蓄えておき、
ピーク時に使うことで最大デマンドを少なくして基本料金を安くする。
(蓄電池やソーラー発電など)

冷暖ガラスシールド(省エネガラスコートH－SC)は、夏場の日中一番熱い
時間帯のピークカットに効果的で、電気料金の削減に直結します。
日中暑くなるほど遮熱性能を発揮、ピークカットも大きくなります。

電気お基本料金が安くなり、毎月のランニングコストを削減できる
省エネ対策商品です。

平成23年5月資源エネルギー庁(東電管内の需要構造推計･業務部門)より

空調

いかにピークカットするかオフィスビルの空調費

窓ガラスの遮熱・断熱対策



空調負荷を下げるポイントは窓にあり、遮熱・断熱ガラスコートより空調費25％の削減

99%以上カット

西日改善

出典：省エネルギーセンター推計

夏

冷房時に熱が入ってくる割合

冬
窓

７3％

外壁7％

屋根
11％

換気口6％

オフィスビル 卸・小売店飲食店 ホテル・旅館 医療機関

冷凍・冷蔵
ショーケース

24％

空調
33％

照明
27％

空調照明

その他

冷蔵庫

TV

住宅

熱の出入りが最も激しい窓の省エネ対策が一番のポイント

12％ 17％ 12％ 9.5％ 6.5％ 8.25％ 14.5％

暖房時に熱が逃げる割合

各業種別電気代の内訳と窓ガラス遮熱・断熱コートによる電気代削減率

自社の年間電気代に上記％をかけた金額が業界平均の省エネ額になります。

法人建物の電気代削減に
窓の断熱対策コートが最適

電気代が値上がり中

省エネ
対策



100㎡施工時の償却年数シミュレーション例；9か月

オフィスビル

卸・小売店

飲食店

12％

11,5％

12％

電気代のうち50％近くを空調が
占めている業種の省エネ対策に最適です

窓断熱対策商品と省エネガラスコートH－SPの費用対効果比較

業界最高遮熱
省エネガラスコート

H－SP
特別提携価格

10,000 円/㎡ 1,000,000 円 18 円 874,800 円 224,824 円 4.4 年 262,440 円 3.8 年

他社ガラスコート
15,000 円/㎡ 1,500,000 円 18 円 874,800 円 224,824 円 6.7 年 262,440 円 5.7 年

高性能遮熱フィルム 15,000 円/㎡ 1,500,000 円 18 円 874,800 円 224,824 円 6.7 年 262,440 円 5.7 年

後付けＬＯＷ－Ｅ 40,000 円/㎡ 4,000,000 円 18 円 874,800 円 224,824 円 17.8 年 262,440 円 15.2 年

Low-Eペアガラス 45,000 円/㎡ 4,500,000 円 18 円 874,800 円 224,824 円 20.0 年 262,440 円 17.1 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

省エネ
対策

5年以内償却;15年耐候性



施工先のご紹介⑴

みなさまに選ばれる、信頼と実績の節電ガラスコートシリーズ

お世話になりました、ユーザー様のご紹介です（ほんの一例） ※順不同・敬称略

【ザ・ウィンザーホテル洞爺】

【東急病院】【川崎重工業 技術開発本部】 【鹿児島地方法務局 霧島支局】

【アマゾン 小田原倉庫】 【キユーピー本社】
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