
完璧という名の品質

木製窓＆パティオドア



弊社のアルミ被覆窓は耐久性の高い押出形成アルミニウムによって覆わ
れています。欠けや色あせ、腐食等の問題がなく、塗装も不要です。
室内部分は美しい自然の木材の温かみを充分に堪能していただけます。

アルミ被覆窓 

純木製窓

Hurd FeelSafeTM

(ハード・フィール・セーフ)

Historic
(ヒストリック)

Heritage 
(ヘリテッジ) システム

Hurd では歴史的ゆかしさを持った窓やパティオドアを21 世紀に
よみがえらせました。合板を使用せず、建築史から見ても正確な
デザインで、クラシックなスタイルと現代の省エネルギー性を兼
ね備えた美しい窓をお届けします。

Heritage(ヘリテッジ) システムでは、家のデザインやお好みのスタ
イルに合わせた扉を一からカスタムデザインできます。あるいは、
既存モデルからお選びい ただいた扉をお好みに合わせてカスタマ
イズすることもできます。

家の外観において、時代を超えた優美さで木製の窓に勝るものはあ
りません。弊社の木製窓は、外側は下塗り済みと白木からお選
びいただけます。内側には最高級のパイン（マツ）材を用い、ステ
イン仕上げまたは塗装していただけます。窓は全て防水・保存加工
済みです。オプションで下塗り済み、塗装済み、また8種類の品種か
らお好みの樹種からお選びいただけます

ハリケーンにも耐えうる高強度の防砕性ラミネートガラスです。
海岸地域など、強風や暴風雨の多発地域向けの製品です。
Hurd FeelSafe は侵入者や強風、風で飛ばされた木の枝などか
ら窓を、ひいては家を守ります。

ご自宅を引き立てる美しい木製の扉や窓は何種類も出回っているでしょう。
しかし、ちょうどいいサイズや形にカスタムメイドできるものはそうはあ
りません。また、あらゆる角度からの日差しに対応した複層ガラスオプションを
備えたものとなると更に少なくなります。ましてや9 種類の木材、11 種類の金
具部分仕上げ、そしてさまざまな色の、維持・管理しやすいアルミニウム被覆加
工を施した製品となると、無いに等しいといっても過言ではありません。そう、
Hurd Windows and Doors こそが唯一、これらの高すぎるハードルをクリアし、
皆様にただ一つの完璧という品質をお届けできる会社なのです。
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ニーズに合った最適のドアと窓を選ぶ

完璧を追い求める情熱が生んだデザイン

   押しだし窓                             上げ下げ窓                        引き違い窓                         幾何学形状の窓    

     突き出し窓  

                                         一枚戸上げ下げ窓                        
       出窓 

                     スイングパティオドア

スライデイングパティオドア



ホワイト

サンド

グリーン

ジェットブラック*

シャンパン アノダイズ*

ミディアムブロンズ・アノダイズ*

エッグシェル

ブリックレッド*

ブロンズ

クリア・アノダイズ*

ライトブロンズ・アノダイズ*

ダークブロンズ・アノダイズ*

 

内部窓枠の樹種を選ぶ

金具の仕上げを選ぶ

アルミ被覆のカラーバリエーション スペシャルカラー*

コロニアルホワイト

ドライホイート

スレートグレイ

ナチュラルブラウン

ボイスンベリー

レガシーブルー

チャコールグレー

シャンパンローズ**

ボーンホワイト

ディジョン

ライト シーウルフベージュ

セージブラウン

リバールージュレッド

パティナグリーン

ヨークタウン

シャンパンブロンズ**

グレーベルベット**

バーントサン

サンドストーン

アスペン・モス

デザートローズ

クウェーカーブロンズ

ミリタリーブルー

シルバー**

カパーワイヤー**

スタンダードカラー

本パンフレットに記載されているカラーは、実際のカラーを印刷技術の許す限
り忠実に再現したものです。実際のカラーサンプルは最寄の代理店へお尋ねください。

* スタンダードカラーの一部、ならびにスペシャルカラーは調合にお時間をいただく場合があります。
** スペシャルカラーの雲母仕上げ料金は製品によって異なります。AAMA 2605
に準拠しています。

カスタムカラーも承ります。
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格子窓（ガラスの外部、二重
ガラスの内部、デイバイデッ
ド・ライトなど）

自由自在なアルミ被覆のカラー

窓に合わせたス
クリーン仕上げ

Hurd 
ComfortGlaze™

 省エネルギーガラス

装飾ガラスオプション

内側窓枠に9 種類の樹種

13 種類の内部トリムオプション

複数の金物の仕上げオプション

カパトーン                 ブラッシュドニッケル                 ブロンズ                              ホワイト                        ブライトブラス        オイルラブドブロンズ

  メープル                       マホガニー                   ダグラスファー               リプタス                         パイン
（ カエデ）                                                         （ベイマツ）                                                         （マツ）

    アルダー                         チェリー                  レッドオーク                ホワイトオーク
（ハンノキ）                       桜）                       （アカガシワ）                  （ナラ）

シャンパン               ブラッシュドクローム         ポリッシュクローム            アンティークブラス                ゴールドトーン



 紫外線(UV)
の99.9% 遮断を
実現

Hurd ComfortGlaze(ハード・コンフォート・グレーズ)システムは最高級の断熱
ガラスと複層ガラス技術を駆使しています。窓の形状や位置、日差しの角度や天
候に合わせた複層ガラスオプションをお選びいただけます。Low-E コーティング
日照調整、遮音、防砕ラミネート加工など、9 段階のオプションからお選びく
ださい。複層ガラスはほぼすべてEnergy Star 基準を満たしています。

一枚ガラスに比べ、省エネルギー性に優れています。
複層ガラスオプションの中で最も低価格です。
    
単面のLow-E コーティングを施した断熱ガラスです。
日光を取り入れながら、太陽熱をカットし省エネル
ギー性を高めました。有害な紫外線もカットします。
透明度に優れています。

単面のLow-E コーティングと、微量のスモーク加工
を施した断熱ガラスです。最高の断熱性を備え、
真夏・真冬の天候でも室内の快適性を高めます。
有害な紫外線もカットします。 

単面のLow-E コーティングと、微量のスモーク加工
を施した断熱ガラスです。日差しの眩しさを軽減し、
太陽熱を遮断し、有害な紫外線をカットします。

一枚のラミネートガラスで 最高50%の遮音性を誇り
ます。割れたガラスによる怪我のリスクを軽減します。
紫外線を99.9%カットします。 

衝撃耐性構造の窓とラミネートガラスのコンビネーシ
ョンです。高強度の防砕ガラスが三層になっています。
ハリケーンなどの災害にも耐えうる構造です。
紫外線を99.9%カットします。

衝撃耐性構造の窓とラミネート断熱ガラスのコンビ
ネーションです。防砕・断熱性に加え、遮音性に優れ
た最高強度のガラスが四層になっています。紫外線を
99.9%カットします。

Hurd ComfortGlaze Low-E、Climate Control、Super Sun Blocker 
ガラスに退色防止加工を施したオプションです。

紫外線を99.9%カットし、家具やフローリング、
カーテン、絵画などを日差しによる色褪せから守り
ます。自然の日光を最大限取り入れつつ、光熱費を
最小限に抑えます。

ガラス & 複層ガラスタイプ                            利点                                                  適した家のタイプ

光熱費がさほどかからない
温暖な気候の家屋

光熱費が季節によって多少かかる
温暖な気候の家屋

寒い冬が長く続き、暖房費の問題が
大きい家屋  

暑い夏が長く続き、日照調整が必要
な家屋 窓ガラスの面積が広い部屋、
あるいは日照時間の長い部屋

騒音問題のある地域や 
安全ガラス加工が必要な家屋 

温暖な気候の海岸地域など、強風や
暴風雨が多く発生する地域の家屋

厳しい気候の海岸地域など、強風や
暴風雨が多く発生する地域で、なお
かつ省エネルギー性を重視する家屋

季節を問わず、必要な場所に必要な
だけの温かさを確保しながら、家具
を守りたい場合に最適

断熱ガラス

Low-E ガラス

天候調整
（Climate Control™）

日光遮断 
(Super Sun Blocker™)

遮音

Hurd FeelSafe™ 
ラミネートガラス

Hurd FeelSafe™ 
ラミネート断熱ガラス

ClimaGuard SPF™

Energy Star® 準拠企業として、Hurd では省エネルギー性に優れた窓やパティオドアを生み
出し続けています。Energy Star ラベル表示のある製品は、わずか十年前に製造された製品に
較べて二倍ものエネルギー効率を誇ります。

ClimaGuard SPF は今日のガラス加工の中で唯一皮膚がん協会が紫外線遮断性
において効果的であると推奨する製品です。

Hurd ComfortGlaze
(ハード・コンフォート・

グレーズ)オプション

   グリルのプロフィール       Hurd divided lite              木材グリル

トラディショナル 
15 mm (5/8 インチ)

リーガル 
25 mm(1 インチ)

スーパーリーガル 
32 mm (1-1/4 インチ)

パテ 
25 mm (1 インチ)

フラットバー 
50 mm ( 2 インチ )

格子窓 & デイバイデッド・ライト

二重窓内部の格子

デイバイデッド・
ライト

取り外し可能の格子
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Hurd Windows & Doors, Inc. 575 South Whelen Avenue Medford, WI 54451
電話番号： 1-800-223-4873 Fax： 715-748-6043 Email： perfection@hurd.com
www.hurd.com
© 2008 Hurd Windows & Doors, Inc. 記載の情報は予告なしに変更することがあります。
使用された画像は最新のHurd 製品の機能・オプションと異なる場合があります。
*CoreGuard は最新の技術です。現在特許申請中のため、詳細情報を開示することがで
きません。ご了承ください。保証については期間・範囲・諸条件などの規定があります。

「完璧」とは、何でしょう
弊社では、「完璧」は旅路だと考えます。毎日、製品一つ一つを作り上げる度に到達しようと歩み
続ける目標です。どれほど努力を重ねても、本当に完全な「完璧」には到達できるものではないかも
しれません。しかし、「完璧」を追求する姿勢こそがHurd ファミリーを現在の地位につけ、
自社製品への誇りを生んだのです。Hurd の窓とドアの実物を一度ご覧いただければ、その類まれな
美しさと比肩するもののない最高の機能性をご実感いただけると確信しております。

Hurd が提供する最高級の保証

アルミ被覆窓やパティオドアには、永久限定保証に勝る保証はありません。世界に誇る新技術である
CoreGuard™ 木材加工*により、Hurd は木材製品に対して唯一永久保証を提供できる企業となりました。
弊社の窓を設置した家に住み続ける限り、一生の保証があるという安心は、なにものにも換えがたい
ことでしょう。

(注)  省エネ建材4スターの格付けは当社の 
Low-E コーティング複層透明2重ガラスの商品に 
該当します。


