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窓ガラス遮熱フィルムのご提案 

施工会社 株式会社アイエムエー 



エコマルフィルムがなぜ急速に導入されているのか 

 
• エコマルフィルムをガラスに貼るだけで、暑い熱と有害な紫外線を

大幅にカットして、Co2削減、節電対策につながります。従来のフィ
ルムと違い、より透明になり、しかも耐久性に優れております。ま
た地震などの災害時にガラス割れても飛散しないため、安全な空間
をご提供することができます。さらに防火認定を取得（国土交通大
臣認定不燃材料 NM-2807）しています。 

• フィルムでは珍しい、グリーン購入法対象商品にも選ばれておりま
すのでご安心してお使いいただけるフィルムです。 

• 全国的にみましても、エコマルフィルムを貼ることで、夏は１℃強
冷房の設定温度を上げて、冬は1℃下げてエアコンを使用できるくら
いの効果が考えられるため結果的に約10%～20%の節電効果が見込
まれます。 

• 節電対策はもちろんのことですが、地震や台風、竜巻など万が一の
災害時にガラスが割れて飛散したり、ビルや店舗などのガラスが落
下したりしてケガなどしないように、対策をとられている企業様が
急増しております。エコマルフィルムは必ずやコスト削減のお手伝
いと、安心、安全をお届けいたします。 
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 ● 紫外線約９９．５％カット 

紫外線を９９．５％カットし、お肌の健康を
守ります。日焼けによる室内の変色・劣
化も防ぎます。 

 ● 可視光線透過率約８５％ 

可視光線透過率に優れているため、室外
の景観や室内の明るさにほとんど影響を
与えません。 

 ● 赤外線約８５％以上カット 

暑さのもとになる赤外線を約８５％以上
カット！オフィス・住宅の省エネと節電に
大幅に貢献します。 

夏はエアコンの冷気を、冬は暖房した熱
をフィルムで吸収して逃がしにくくするた
め冷・暖房効果が非常によくなります。 

.. 
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 ● 飛散防止効果 

地震などの災害時にガラスが割れても飛
散しないように安全な空間をご提供します 
    ＪＩＳ Ａ５７５９ 第１０A１０６６号 

 ● 防火認定取得 

難燃性！ 
国土交通大臣認定不燃材料 
認定番号 NM-2807      

  エコマルフィルムを貼るだけで、暑い熱と有害な紫外線を大幅にカットして室温の上昇 
  を抑え、冷暖房効果をアップさせます。また、従来のフィルムと違い、透明性がひじょう  
  高く、耐久性にも優れています。グリーン購入法対象商品になっております。 

 ● 冷・暖房費の節約 



●冷房エネルギーの低減   6月～9月 夏季平均 10.12kwh/㎡（月） 
                     10.12kwh×4か月＝40.48kwh/㎡ 
 
●暖房エネルギーの低減  12月～3月 冬季平均 21.93kwh/㎡（月） 
                                             21.93kwh×4カ月＝87.72kwh/㎡ 
                          

エネルギーの低減 
素ガラス（未コーティング）の熱貫流量 
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 人が感じる体感温度の簡易テストを行いました。ーティングによってセーブされる冷房や暖房のエネル
ギー量と、CO2削減量を計算し、その データを基に削減電気料金を計算しました。ただし、本データー
は地域・気温等の変動もあり、全てにあてはまるものではなく、参考値ですので、ご了承願います。（エネ

ルギー量は実測に基づくデーターです） 
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《遮熱塗料の塗膜性能試験》 

試験項目 試験条件 判定結果 

硬さ 鉛筆硬度（三菱ユニ使用）拭きつけ直後３Ｈ 最大７Ｈ 

付着性 基盤目セロテープ剥離（１ｍｍ巾） 異常なし 

耐酸性 ５％硫酸スポット、Ｒ、Ｔ×２４Ｈｒ 異常なし 

耐洗剤性 ５％マイペットスポット、Ｒ、Ｔ×２４Ｈｒ 異常なし 

耐漂白剤性 カビトリＳラビング１００回（５００ｇ荷重） 異常なし 

耐アルコール性 エタノールラビング１００回（５００ｇ荷重） 異常なし 

耐ガラスクリーナー
性 

ガラスマイペット（花王製）ラビング１００回 
（５００ｇ荷重） 

異常なし 

耐湿性 
５０℃・Ｒ・Ｈ・９５％以上 ７日間 １ｍｍ巾 
基盤目試験 

異常なし 

耐温水性 
水道水浸漬・４５℃ ７日間 １ｍｍ巾 
基盤目試験 

異常なし 

耐汚染性 １ 油性黒マジック塗布、Ｒ・Ｔ×２４Ｈｒ後拭き取り 一部△ 

耐汚染性 ２ 
油性赤マジック塗布、Ｒ・Ｔ×２４Ｈｒ 
後拭き取り 

異常なし 

耐熱性 プラス８０℃×７２Ｈｒ １ｍｍ巾基盤目試験 異常なし 

耐寒性 
マイナス２０℃×７２Ｈｒ １ｍｍ巾 
基盤目試験 

異常なし 

耐沸騰水性 
沸騰水浸漬 ×１Ｈｒ １ｍｍ巾 
基盤目試験 

異常なし 

《厚生労働省指定化学物質１３種類不使用》 
 １.基材     ：フロートガラス 

２．素地調整 ：ラッカーシンナー拭き 
３．使用塗料 ：３４１クリヤー 
４．塗装方法 ：エアスプレー塗装 
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厚生労働省指定化学物質１３種類不使用証明書を提
出できるのはフミンコーティングだけです。 
 

硬さ 硬さ７Hはフミンコーティングだけで他は５H程度です 
6 
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ブラックパネル 

窓ガラス 

温度計 

2013年7月23日AM10:00 
外気温29度 くもり/晴れ 

太陽光を10分ブラックパネルにあてて温度測定 

ガラスの真ん中より向かって左側が未施工側ガラ
スで右側がフィルム施工済側ガラスです 

温度計の拡大写真。向かって上が未施工側スター
ト温度。下がフィルム施工済側スタート温度です 
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未施工側温度は４７．２℃まで上昇 
スタート温度が３１．２℃なので 

上昇温度は１６．０℃ 
 

測定開始から10分後… 

施工済側温度は４１．９℃まで上昇 
スタート温度が３２．２℃なので 

上昇温度は９．７℃ 
 

※たった１０分で６．３℃の温度差が生じました 
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紫外線測定の結果  

外の紫外線数値  １１０５uw/c㎡ 

カーテンやたたみ等は紫外線により劣化して黄
色っぽくなったり破けたりしますが、エコマルフィ
ルムを貼ると有害な紫外線を大幅にカットしてく
れるので、紫外線による劣化を防いでくれます。 

未施工側紫外線数値 ４３７uw/c㎡ 

施工済側紫外線数値   ０uw/c㎡ 

2013年7月23日AM10:00 
外気温29度 くもり/晴れ 
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感謝状をいただきました 

約６００㎡を２日で弊社 
にて施工致しました  

福島民報記事より 
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エコマルフィルム施工実績表（一部抜粋） 

・仙台往診クリニック様           宮城県 

 
・国立病院機構 西多賀病院様   宮城県 
  
・福島県立医科大学病院様      福島県 
 
・山形県立河北病院様          山形県 
 
・山形県立新庄病院様         山形県 
 
・山形県立中央病院様         山形県 
 
・公徳会 佐藤病院様          山形県 
 
・公徳会 若宮病院様          山形県 
 
・浜松医科大学様           静岡県 
 
・敬寿会 鈴川敬寿園様        山形県 
 
・滋賀医科大学付属病院様      滋賀県 
 
・群馬県立病院様            群馬県 
 
・宮内歯科医院様           宮城県 
 
・特別養護施設 万葉苑様       宮城県 
 

  
・独立行政法人中小企業大学校様  宮城県 

 
・青森市立図書館様         青森県 
 
・米沢市立興譲小学校様        山形県 
  
・米沢栄養大学様           山形県 
 
・南陽市立漆山小学校様      山形県 
 
・米沢市立東部小学校様       山形県 
 
・米沢市立北部小学校様      山形県 
 
・東京国立博物館様         東京都 
 
・大江町立左沢小学校様      山形県 
 
・大石田町役場様           山形県 
 
・金山町役場様            山形県 
 
・鹿沼市立津田小学校様       栃木県 
 
・東北大学様              宮城県 
 
・東北工業大学様           宮城県 

・道の駅 どまんなか たぬま様  栃木県   

 
・常陸太田市総合福祉センター様   茨城県 
  
・仙台市歴史民俗資料館様      宮城県 
 
・伊勢神宮様              三重県 
 
・NTT山形様               山形県 
 
・N37株式会社様            福島県 
 
・名古屋スパイラルタワー様    愛知県 
 
・韓国領事館様            宮城県 
 
・霞城セントラルビル様        山形県 
 
・木の実保育園様           山形県 
 
・いわき ら・らミュー様         福島県       
 
・東武宇都宮百貨店様        栃木県 
 
・仙台銀行様              宮城県 
 
・寿商事㈱様              山形県 
 

 ※全国、医療施設約280ヶ所をはじめ企業様、一般住宅まで約2,500ヶ所の実績です。 


