
①開閉形式の確認

② 認定証紙の確認

③ 社名の確認

④ 商品名の確認

⑤ 商品コードの確認

・障子室内側の右上にある製品ラベルの名称から、
 商品名を特定します。
 「シンフォニーウッディ」または｢シンフォニーW｣
 「シンフォニーマイルド」または｢シンフォニーM｣
 が含まれているかを確認してください。

・障子室内側の右上にある製品ラベルの製品記号から、対象
窓種を特定します。該当窓種の確認は、｢対象製品記号一覧｣
を参照し、ご確認ください。なお製品記号の印字がない場合
は、現地調査の対象となります。

・ガラス障子を横にスライドして開閉する窓
 （引き形式）であるか確認してください。

対象商品特定フロー

・障子室内側の右上に、『国土交通大臣認定防火設備
 EB9111～9』 と記載されている認定証紙が
 貼られているか確認してください。

・障子室内側の右上にある製品ラベルに『TOSTEM』と
 記載されているか確認してください。

対
象
外
商
品

  開閉形式が
  引き形式ではない

  当社以外の
  サッシメーカー
  である

  認定証紙が
  貼られていない

  開閉形式が
 引き形式である

  『TOSTEM』の記載がある。
もしくは社名が無記載である。

 認定証紙が
貼られている

対象商品 ※上記①～⑤が全て該当する場合が対象です。

ラベル貼付位置

現
地
調
査
の
対
象

  製品記号の
  印字なし

確認

 商品名称に含まれている

 製品記号が該当している

  商品名称に
  含まれていない

  製品記号が
  該当していない

確認

確認

確認

確認



このリストは、「対象商品特定フロー」の⑤の条件の詳細となります。　※①～⑤の条件全てが該当する商品が対象ですのでご注意ください。

シリーズ名 商品名 品種名・障子名称 ラベル表示例
製品記号
(商品コード)

シンフォニーウッディ 単体サッシ半外付
AAHAAA、AAHAAJ、AAHAKA、AAHAGA、AAHAGJ、
AAHAHA、AAHAJA、AAHAAX、AAHAGX、AAHRAA

シンフォニーウッディ 単体サッシ外付 AAHBAA、AAHBKA

シンフォニーウッディ 単体サッシ半外付 AAHAAA、AAHAKA、AAHAAJ、AAHAGA、AAHAGJ

シンフォニーウッディ 単体サッシ204単純段差 AAHAAA、AAHAKA、AAHAAJ、AAHAGA、AAHAGJ

シンフォニーウッディ 半外付 AAHAAA、AAHAKA、AAHAGA、AAHAHA、AAHAJA

セーフ障子 シンフォニーウッディ ∞PVC,AL 単体サッシ半外付 －

CK障子 シンフォニーウッディ ∞PVC,AL 半外付 －

Ｈ シンフォニーウッディ 引違い窓H JECCAA、JECCGA

ＨＫ シンフォニーウッディ 引違い窓HK JECCAH、JECCGH

ＨＫＫ シンフォニーウッディ 引違い窓HKK JECCAJ、JECCGJ

出窓(LB) シンフォニーウッディ 居室用出窓LB型 BDCBAA

出窓(LSB220)  ･･･2010/4/末終息 シンフォニーウッディ 居室用出窓LB220型･居室用出窓LSB220型 BDEBAA

出窓(LB220) シンフォニーウッディ 居室用出窓LB220型･居室用出窓LSB220型 BDEBAA

出窓(LL220) シンフォニーウッディ 居室用出窓LL220型 BDHBAA

出窓(JL220)    ･･･2009/6/末終息 シンフォニーウッディ 和室用出窓JL220型 BDKBAA

出窓(KL220) シンフォニーウッディ キッチン用出窓KL220型 BDMBAA

出窓(KB220)   ･･･2010/4/末終息 シンフォニーウッディ キッチン用出窓KB220型 BDLBAA

出窓(KT220)    ･･･2010/4/末終息 シンフォニーウッディ キッチン用出窓KT220型 BDNBBA

出窓(BB220) シンフォニーウッディ 浴室用出窓BB220型 BDPBAA

出窓(BT220)   ･･･2010/4/末終息 シンフォニーウッディ 浴室用出窓BT220型 BDRBBA

ウイング 引違い窓 シンフォニーウッディ 引違い窓Ｈ・ＨＫ・ＨＫＫ JECCAA、JECCAH、JECCAJ

オープンウィン
オープンウィン スライディング
 シンフォニータイプ ※

オープンスライディング シンフォニーウッディ －

ノンレールサッシ ノンレールサッシ シンフォニーウッディ ノンレールサッシ半外付 AAHALA、AAHAMA

※「フォールディング(全タイプ)」  及び 「スライディング デュオＰＧタイプ」は対象ではございません。ご注意下さい。

対象製品記号一覧① 　 商品コードに【－（ハイフン）】 が入っていない場合 <2006年以前>

シンフォニーウッディ
または

シンフォニーマイルド

単体サッシ
シャッターサッシ
雨戸サッシ
面格子付サッシ

装飾引違い窓

出窓

フロー⑤：商品コードの確認

障子（引手障子）
セレクト障子

商品名（カタログ・見積り書など）

頭６桁

AAHAAADD069092



このリストは、「対象商品特定フロー」の⑤の条件の詳細となります。　※①～⑤の条件全てが該当する商品が対象ですのでご注意ください。

シリーズ名 商品名 品種名・障子名称 ラベル表示例
製品記号
（商品コード)

シンフォニーウッディ 単体サッシ半外付
AECA、AECD、AECC、AECB、AECE、AECL、AECM、
AECF、AECG

シンフォニーウッディ 単体サッシ外付 AECH、AECK

シンフォニーウッディ 単体サッシ半外付 AECA、AECC、AECD、AECB、AECE

シンフォニーウッディ 単体サッシ204単純段差 AECA、AECC、AECD、AECB、AECE

シンフォニーウッディ 半外付 AECA、AECC、AECB、AECL、AECM

セーフ障子 シンフォニーウッディ ∞PVC,AL 単体サッシ半外付 AECP、AECS

ＣＫ障子 シンフォニーウッディ ∞PVC,AL 半外付 AECT、AECV

Ｈ シンフォニーウッディ 引違い窓H AFBM、AFBN、AFCH、AFCN

ＨＫ シンフォニーウッディ 引違い窓HK AFBP、AFBR、AFCK、AFCP

ＨＫＫ シンフォニーウッディ 引違い窓HKK AFBS、AFBT、AFCM、AFCR

出窓(LB) シンフォニーウッディ 居室用出窓LB型 AGAG、AGCC

出窓(LB220) シンフォニーウッディ 居室用出窓LB220型･居室用出窓LSB220型 AGAP、AGCD

出窓(LSB220)  ･･･2010/4/末終息 シンフォニーウッディ 居室用出窓LB220型･居室用出窓LSB220型 AGAP、AGCD

出窓(LL220) シンフォニーウッディ 居室用出窓LL220型 AGAW、AGCE

出窓(JL220)    ･･･2009/6/末終息 シンフォニーウッディ 和室用出窓JL220型 AGBE、AGCF

出窓(KL220) シンフォニーウッディ キッチン用出窓KL220型 AGBK

出窓(KB220)   ･･･2010/4/末終息 シンフォニーウッディ キッチン用出窓KB220型 AGBH

出窓(KT220)    ･･･2010/4/末終息 シンフォニーウッディ キッチン用出窓KT220型 AGBP

出窓(BB220) シンフォニーウッディ 浴室用出窓BB220型 AGBT

出窓(BT220)   ･･･2010/4/末終息 シンフォニーウッディ 浴室用出窓BT220型 AGBY

ウイング 引違い窓 シンフォニーウッディ 引違い窓Ｈ・ＨＫ・ＨＫＫ
AFBM、AFCH、AFCN、AFBP、AFCK、AFCP、AFBS、
AFCM、AFCR

オープンウィン
オープンウィン スライディング
シンフォニータイプ ※

オープンスライディング シンフォニーウッディ AEER、AEES

ノンレールサッシ ノンレールサッシ シンフォニーウッディ ノンレールサッシ半外付 AEEC、AEED

※「フォールディング(全タイプ)」  及び 「スライディング デュオＰＧタイプ」は対象ではございません。ご注意下さい。

シンフォニーウッディ
または

シンフォニーマイルド

対象製品記号一覧② 　 商品コードに【－（ハイフン）】 が入っている場合 <2006年以降>

単体サッシ
シャッターサッシ
雨戸サッシ
面格子付サッシ

装飾引違い窓

出窓

障子（引手障子）
セレクト障子

商品名（カタログ・見積り書など） フロー⑤：商品コードの確認

下４桁
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