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UENOJYUKENPRICE LISTVELUX

FCM フィックスタイプ 

陸屋根で使える天窓、新発売。

2222 2234 3422 2246 4622 3434

FCMサッシ単体 
透明合せ

型板網入り ¥48,400 ¥55,000 ¥61,600 ¥66,000

（防火スチールカバー付）防火枠キット

防火オプション / 枠キットに防水スチールカバーを付属しました

取付枠オプション / 取付枠を現場調達・作成できない場合は、こちらをご購入ください
枠キット ¥13,200 ¥14,300 ¥17,600 ¥18,700

¥33,000 ¥36,300 ¥41,800 ¥44,000

648×648 648×952 952×648 648×1257 1257×648 952×952

(0.30) (0.46) (0.46) (0.68) (0.68) (0.72)

MB
ECL
ECW

塗布（塗膜）防水キット ¥13,200

スレートキット ¥18,700

瓦キット

¥14,300

¥18,700 ¥20,900

¥15,400

¥18,700

AP

CBSR

延長エプロン （瓦用水切り専用オプション）

¥22,000

¥16,500

¥20,900

施工キット / 屋根材に応じてお選びください

¥27,500 ¥31,900

シール材により
水密性(W-5)を確保

合わせラミネートと強化ガラス
安心の組み合わせ(0004)

フラット
ルーフにも

耐候性の高いサッシ

ラインナップは
充実の6サイズ

Neat®コーティング(0004)

FCMサッシ単体

取付枠は現場調達・作成
またはオプション枠キット購入屋根材別施工キット

鋼板キット
塗布（塗膜）防水キット スレートキット 瓦キット

採光面積（㎡）

※サッシ単体の場合、取付枠は材料現場調達 / 作成となります。詳しくは事前に施工説明書をご確認ください。

・陸屋根／緩勾配でも使える
・なのにお求めやすい低価格

※取付枠を現場調達 / 作成できない場合は、オプション枠キットをご購入下さい。
※屋根材に応じて、下記の施工キットをお選びください。
※採光面積は標準納まりを基に計算されています。内装仕上げによって異なります。

【共通内容物】　「水返しアダプター」～全施工キットの共通部材として本体側の箱内に梱包されています。
【個別内容物】　・鋼板キット「粘着性防水シート」

・塗布（塗膜）防水キット「塗布（塗膜）防水カバー」
・スレートキット「粘着防水シート」＋「ECL水切り」
・瓦キット「ECW水切り」

※防水枠キットは、防火設備認定品ではありません。耐火・準耐火への適応判断は各地域の行政/申請期間にご確認ください。

※各性能値はこの枠を使用した試験によって評価されています。

※ステンレスの防火スチールカバーは結露を起こしやすいため、室内への湿度を抑え、天窓周辺の換気が十分に行えるようにしてください。

ベルックス｜ルーフウィンドウVelux ベルックスは1941年から65年以上にわたり、デンマー
ク生まれのトッブブランドとして世界中のあらゆる気候条
件をクリアする高品質なルーフウィンドウの提供を続け
ています。遮熱性・断熱性・安全性の高いガラスを使用
するなど、気候条件の厳しい日本でも快適な室内を演出
するラインナップをそろえています。

MTL

CB

鋼板キット ¥5,500

¥27,500 ¥31,900

¥6,600

¥27,500 ¥33,000

¥39,600 ¥46,200 ¥52,800 ¥57,200
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VS 電動開閉タイプ （101） （325） （302） （304） （308） （606）
C01 M25 M02 M04 M08 S06

546×695 776×547 776×775 776×975 776×1395 1136×1175

VSE ブラインドなし（本体のみ）電動
透明合せ

網入透明

型板網入

VSE 3004

VSE 3028 ¥146,300 ¥150,700 ¥163,900

VSE 3035

¥168,300 ¥180,400 ¥198,000

EDL
EDW
EDLTOP

スレート用 ¥11,000

瓦用 ¥14,300

鋼板用

¥13,200

¥15,400

¥13,200

¥15,400

¥13,200

¥16,500

¥7,700

AP延長エプロン （瓦用水切り専用オプション） ¥6,600

¥14,300

¥17,600

¥15,400

¥18,700

水切り

上部カバー ECR
フルカバー ECB
VS11

フラットキット
スカイビューシリーズ
立上用水切り板金キット

緩勾配キット

¥6,600

¥35,200

¥6,600¥6,600 ¥6,600

¥35,200¥35,200 ¥35,200

¥8,800

¥37,400

屋根勾配に合わせたオプション部材

品番の見方

KLB100W

○○○

非常用バッテリー
¥35,200

※フラットキットは現場施工、緩勾配キットは本体に組み込んでの出荷となります。

網入透明VSE 2028

木枠クリア

木枠ホワイト ¥146,300 ¥168,300

VSE ソーラーブラインドプリーツ付 電動
透明合せ

網入透明

型板網入

VSE 3004 FS

VSE 3028 FS ¥205,700 ¥212,300 ¥226,600

VSE 3035 FS

¥232,100 ¥247,500 ¥267,300

網入透明VSE 2028 FS

木枠クリア

木枠ホワイト ¥205,700 ¥232,100

VSE ソーラーブラインドハニカム付 電動
透明合せ

網入透明

型板網入

VSE 3004 CS

VSE 3028 CS ¥211,200 ¥217,800 ¥232,100

VSE 3035 CS

¥237,600 ¥253,000 ¥272,800

網入透明VSE 2028 CS

木枠クリア

木枠ホワイト ¥211,200 ¥237,600

¥12,600

¥33,000

¥6,600

¥12,600 ¥13,200 ¥13,200 ¥14,300 ¥16,500

ガラス：Low-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス

¥5,500 ¥9,900

○○○ □□□□ ○○

①天窓タイプ
VSE
VS
GGL
GGU
FS

②サイズ
C01
M25
M02
M04
M08
S06

③ガラス
3004
3028
2028
3035

透明合わせ
網入り透明
網入り透明（白枠）
型板網入り

④ブラインド
FS
CS

記入なし

ソーラーブラインドプリーツ付
ソーラーブラインドハニカム付
ブラインドなし

¥6,600 ¥6,600

高い位置から光と風を感じる
スカイビューシリーズ

VS電動/VS手動 開閉タイプ 遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
網戸 標準装備
【VS電動】タイマー付リモコン
【VS電動】吹き込みセンサー
（雨を感知して自動で窓が閉まります）

VS 手動 開閉タイプは手元
操作ハンドル／操作ロッド
棒で開閉を行います。
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VS 手動開閉タイプ （101） （325） （302） （304） （308） （606）
C01 M25 M02 M04 M08 S06

VS ブラインドなし（本体のみ）
透明合せ

網入透明

型板網入

VS 3004

VS 3028 ¥85,800 ¥90,200 ¥103,400

VS 3035

¥107,800 ¥119,900 ¥137,500

上部カバー ECR
フルカバー ECB
VS11

フラットキット
スカイビューシリーズ
立上用水切り板金キット

VSシリーズ
対応緩勾配キット

¥6,600

¥35,200

¥6,600¥6,600 ¥6,600

¥35,200¥35,200 ¥35,200

¥8,800

¥37,400

屋根勾配に合わせたオプション部材

※フラットキットは現場施工、緩勾配キットは本体に組み込んでの出荷となります。

網入透明VS 2028

木枠クリア

木枠ホワイト ¥85,800 ¥107,800

VS ソーラーブラインドプリーツ付
透明合せ

網入透明

型板網入

VS 3004 FS

VS 3028 FS ¥145,200 ¥151,800 ¥166,100

VS 3035 FS

¥171,600 ¥187,000 ¥206,800

網入透明VS 2028 FS

木枠クリア

木枠ホワイト ¥145,200 ¥171,600

VS ソーラーブラインドハニカム付
透明合せ

網入透明

型板網入

VS 3004 CS

VS 3028 CS ¥150,700 ¥157,300 ¥171,600

VS 3035 CS

¥177,100 ¥192,500 ¥212,300

網入透明VS 2028 CS

木枠クリア

木枠ホワイト ¥150,700 ¥177,100

専用ソーラーブラインド（リモコン操作）
ソーラーブラインドプリーツ

ソーラーブラインドハニカム

FSLH

FSCH ¥59,400 ¥61,600 ¥62,700 ¥63,800 ¥67,100 ¥69,300

¥12,600 ¥12,600 ¥13,200 ¥13,200 ¥14,300 ¥16,500

¥53,900 ¥56,100 ¥57,200 ¥58,300 ¥61,600 ¥63,800

窓開閉操作キット
操作ハンドル

操作ロッド

ZZZ201B

ZOZ032 ¥5,500

ロッド延長タイプ

60cm

1.4～2.8m ZCT300 ¥5,500

¥5,500

546×695 776×547 776×775 776×975 776×1395 1136×1175

ガラス：Low-Eトリプルコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス

EDL
EDW
EDLTOP

スレート用 ¥11,000

瓦用 ¥14,300

鋼板用

¥13,200

¥15,400

¥13,200

¥15,400

¥13,200

¥16,500

¥7,700

AP延長エプロン （瓦用水切り専用オプション） ¥6,600

¥14,300

¥17,600

¥15,400

¥18,700

水切り

¥33,000

¥6,600

¥5,500 ¥9,900

¥6,600 ¥6,600
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手の届く位置で景色と風を楽しむ
ルーフウィンドウシリーズ

GGL/GGU 手動開閉タイプ

GGH 排煙専用天窓

CK02 MK04

CK02 MK04

550×778 780×978

GGL ブラインドなし（本体のみ）
透明合せ

網入透明

GGL 3057

GGL 3026
¥89,100 ¥106,700

EDL
EDW

AP

スレート用

瓦用

EDLTOP鋼板用

延長エプロン （瓦用）

¥11,000

¥14,300

¥13,200

¥16,500

水切り GGL／GGU／GGH用

GGU 手動式（本体のみ）
網入透明GGU 0026

樹脂枠ホワイト
¥105,600 ¥123,200

ブラインドなし 電動（本体のみ）
網入透明GGU 0026 NN S1 ¥246,400 ¥264,300

ブラインドなし 手動（本体のみ＋ZAZ010開閉コード付）
¥111,100 ¥128,700

木枠クリア

専用ブラインド
FSLJ

RFL ¥13,200

PAL

¥15,400手動ローラー

窓・ブラインド・網戸 操作キット

天窓開閉コード

ロッド ZCT200

ZCT100 ¥3,300延長ロッド

1.8m

1.0m

5.0m ZAZ010 ¥5,500

¥5,500

ソーラーブラインドプリーツ

手動シェスタ（遮光タイプ）

手動ベネシアン（スラットタイプ）

DKL

¥56,100 ¥58,300

ZIL

MHL ¥13,200 ¥15,400オーニング（単体）

網戸（単体） ¥24,200 ¥26,400

¥17,600 ¥20,900

¥19,800 ¥24,200

ガラス：Low-Eコーティング遮熱・断熱・強化複層ガラス

¥5,500 ¥7,700

¥6,600

屋根勾配に合わせたオプション部材

上部カバー　ECRフラットキット ¥6,600 ¥6,600立上用水切り板金キット

樹脂枠ホワイト

網入透明GGU 0026 NN S0樹脂枠ホワイト

遮熱・断熱強化ペアガラス
樹脂加工を施したGGUタイプは耐
水性に優れ、浴室などの水周りに
最適です

GGL手動 開閉タイプ

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
手動での開閉の他、操作ロッドやコードでの
開閉もできます。

GGU手動タイプ

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート
【手動タイプ】手動コードによる開閉
【電動タイプ】日常はリモコン操作、非常時には
                   手動コード／非常用電源で操作

排煙専用天窓

三層透明GGU 0066 ¥118,800 ¥136,400
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高い位置から光と風を感じる
スカイビューシリーズ

FS フィックスタイプ

AP延長エプロン （瓦用水切り専用オプション） ¥6,600

（101） （325） （302） （304） （308） （606）
C01 M25 M02 M04 M08 S06

EDL
EDW

スレート用 ¥11,000

瓦用 ¥14,300

¥6,600

¥33,000

¥13,200

¥15,400

¥13,200

¥15,400

¥13,200

¥16,500

¥14,300

¥17,600

¥15,400

¥18,700

水切り VS／FS用

上部カバー ECR
フルカバー ECB

フラットキット
スカイビューシリーズ
立上用水切り板金キット

¥6,600

¥35,200

¥6,600

¥35,200¥35,200 ¥35,200

¥8,800¥6,600¥6,600 ¥8,800

¥37,400¥37,400

屋根勾配に合わせたオプション部材

（625）
S25

※フラットキットは現場施工になります。

ブラインド（単体）
ソーラーブラインド プリーツ FSLD

ソーラーブラインド ハニカム FSCD ¥59,400 ¥61,600 ¥62,700 ¥63,800 ¥67,100 ¥69,300

¥53,900 ¥56,100 ¥57,200 ¥58,300 ¥61,600 ¥63,800

¥15,400

¥17,600

¥67,100

¥61,600

手動ベネシアンブラインド

手動用
ブラインド

操作キット　1.8m

PAD

ZXT-200 ¥5,500

¥19,800 ¥22,000 ¥23,100 ¥24,200 ¥27,500 ¥29,700

ZCT-100 ¥3,300

¥27,500

延長ロッド　1.0m

色：ベージュ　素材：ポリエステル

色：ベージュ　素材：アルミコーティング加工ポリエステル

色：ホワイト　素材：アルミ

776×547546×695 776×775 776×975 776×1395 1136×547 1136×1175

ガラス：Low-Eトリプルコーティング
　　　  遮熱・断熱・強化複層ガラス

EDLTOP鋼板用 ¥5,500 ¥7,700 ¥9,900

遮熱・断熱強化ペアガラス
パイン材・ホゾ組み・集成材・トリプルコート

FS フィックスタイプ

ブラインドなし（本体のみ）
透明合せ

網入透明

型板網入

FS 3004

FS 3028 ¥47,300 ¥51,700 ¥64,900

FS 3035

¥69,300 ¥81,400 ¥99,000

網入透明FS 2028

木枠クリア

木枠ホワイト ¥47,300 ¥69,300

¥74,800

ソーラーブラインドプリーツ付
透明合せ

網入透明

型板網入

FS 3004 FS

FS 3028 FS ¥106,700 ¥113,300 ¥127,600

FS 3035 FS

¥133,100 ¥148,500 ¥168,300

網入透明FS 2028 FS

木枠クリア

木枠ホワイト ¥106,700 ¥133,100

ソーラーブラインドハニカム付
透明合せ

網入透明

型板網入

FS 3004 CS

FS 3028 CS ¥112,200 ¥118,800 ¥133,100

FS 3035 CS

¥138,600 ¥154,000 ¥173,800

網入透明FS 2028 CS

木枠クリア

木枠ホワイト ¥112,200 ¥138,600

手動ベネシアンブラインド付
透明合せ

網入透明

型板網入

FS 3004 PA

FS 3028 PA ¥72,600 ¥79,200 ¥93,500

FS 3035 PA

¥99,000 ¥114,400 ¥134,200

網入透明FS 2028 PA

木枠クリア

木枠ホワイト ¥72,600 ¥99,000

¥141,900

¥147,400

¥107,800


