
2022年5月1日以降の価格を掲載しております
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北欧生まれの天窓リーディングカンパニー
ベルックス 商品ラインアップカタログ
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爽やかな光と
新鮮な空気

IoT対応
VELUX ACTIVE

美しいフォルムと
優れた防水性能

フラットな屋根から
急勾配まで

お部屋の換気
排煙にも













EDW（瓦用）‒ 主に波瓦、S瓦、和瓦等、起伏のある屋根材に

・厚さ8mm以上の屋根材に。

延長エプロン

・水下のエプロンが瓦の形状になじみます。
・延長用エプロンも別途販売しています。

EDL（スレート用）‒ 主にスレート ,カラーベスト等の屋根材に

EDL TOP (鋼板葺き用）‒ 主に縦ハゼ葺き、横一文字葺き等の鋼 
板屋根材に

・積雪地以外の起伏の無い鋼板屋根材に。
・ウィークポイントになる上部コーナーをしっかり塞ぐことができます。
・棟包みやジャンプ台と絡めて、現場で板金をかしめる施工をする場合は
　鋼板掴みアダプターをご使用ください。

どんな屋根にも自然になじむ
ベルックスの専用水切り

実証からくる安心
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連窓の水切り

横連窓

縦連窓

田の字連窓 ※

※

※

様々な屋根への対応
ECR (フラットキット上部カバー）
独自の寸法の立ち上げ台に  
(立ち上げ台上部まで別途防水が必要）

ECB (フラットキットフルカバー）
弊社指定寸法の立ち上げ台に
（立ち上げ台上部を笠木状にカバー）

積雪地の施工

※スカイビューシリーズのみ。
※M25、M02、S25サイズは現場で加工が必要。

※規格品ではなく、現場での別途工事となります。
※スノープレートを施工する際のアダプター（無償   
  アルミ製）をご用意しています。

・厚さ8mm以下の屋根材に。
・側部水切りは1枚1枚屋根材に挟むことで屋根上に水を流し出します。
・2.5寸（14°）未満の勾配では立ち上げて天窓をご使用ください。

フラットシリーズ FCMフィックスタイプの施工キットについては、ウェブサイト（QRコード参照p5）より、施工説明書と価格表をご覧ください。

創業時より、一体形状のアルミ製水切りを開
発し提供しています。一体形状で防水性の高
い水切りにより、すっきり薄く天窓を仕上げ
ることを実現しました。70年以上にわたる改
良で卓越した排水性・水密性と施工性を両立
しています。フラットシリーズでは、屋根の
防水材を加工して現場で立ち上げていただき
ます。（屋根材に応じて施工キットをご用意
しています）

多雪区域では、天窓上部や周辺部に雪が
溜まらないように施工してください。同
区域の鋼板屋根には、本体上部にジャン
プ台を施工してください。

「一つの実証は、千の識者の意見に勝る」がベルックスのポリシーです。
品質や性能条件をクリアするため、新たに開発した製品や水切りは自社の
風洞実験室（ウインドトンネル）で繰り返し試験にかけられます。
水切りは全てアルミ製で、天窓本体の外装色と同じく、屋根と調和するデ
ニッシュグレーを採用しています。

高さの同じ天窓を複数横
に並べて使うときに使う
連窓水切り。

幅の同じ天窓を複数縦に
並べて使うときに使う連
窓水切り。

高さと幅を揃えて田の字
に並べて使うときに使う
連窓水切り。
組み合わせで大きな開口
を作り出せます。

※天窓は横方向100mm 、 縦方向 110mm 間隔で取り付けてください。瓦用、 スレート用をご用意しています。
※FCMには連窓水切りがありません。

専用水切り
スカイビューシリーズ（VS/FS）ルーフウインドウシリーズ（GGL/GGU）
※FCMには別途施工キットがあります。



  

勾配屋根の天窓 （スカイビューシリーズ）  °58-）寸5.2（°41：度角付取
   
VS電動タイプ  C01 M25 M02 M04 M08 S25 S06

C01 M25 M02 M04 M08 S25 S06

C01 M25 M02 M04 M08 S25 S06

546×695W×H

お知らせ　2022年5月1日以降、本価格表に記載される価格･品番が適用されます。

W×H

W×H

W×H

W×H

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

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

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

C01 M25 M02 M04 M08 S25 S06

VSE 3004  
木枠クリア・透明合わせ           
VSE 3028
木枠クリア・網入り透明            

VSE 3035
木枠クリア・型板網入り

VSE 2028  
木枠ホワイト・網入り透明      

VS手動タイプ  

VS 3004
木枠クリア・透明合わせ

VS 3028
木枠クリア・網入り透明

VS 3035
木枠クリア・型板網入り

VS 2028
木枠ホワイト・網入り透明

※開閉のための操作ロッドなど操作キットは右ページをご覧ください。

   
FSフィックスタイプ

FS 3004
木枠クリア・透明合わせ

FS 3028
木枠クリア・網入り透明

FS 3035
木枠クリア・型板網入り

FS 2028 
木枠ホワイト・網入り透明

※天窓と一緒にご注文ください。取り付けて出荷します。

※VSE 用・VS用（FS 用は本体同梱）、EDL TOPかいずれか選択ください。

ブラインド

ソーラープリーツ 
FSLH （VS・VSE用）
FSLD（FS用） ＋¥67,100

ソーラーハニカム
FSCH （VS・VSE用）
FSCD（FS用） ＋¥72,600

 専用水切り

EDL （スレート用水切り） ＋¥11,000     ＋¥13,200     ＋¥13,200     ＋¥13,200 ＋¥14,300 ＋¥15,400 ＋¥15,400

EDW （瓦用水切り） ＋¥14,300     ＋¥15,400     ＋¥15,400     ＋¥16,500     ＋¥17,600 ＋¥17,600 ＋¥18,700

AP （瓦延長オプション） ＋¥6,600     

EDL TOP （鋼板用上部水切り）           ＋¥5,500 ＋¥7,700 ＋¥9,900

ECR （フラットキット上部カバー） ＋¥6,600 ＋¥8,800

ECB （フラットキットフルカバー）     ＋¥33,000     ＋¥35,200     ＋¥35,200     ＋¥35,200     ＋¥35,200 ＋¥37,400 ＋¥37,400

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

＋¥64,900     ＋¥67,100     ＋¥68,200      ＋¥69,300     ＋¥72,600 ＋¥74,800

¥146,300 

¥85,800 

¥47,300 

¥168,300 

¥107,800 

¥69,300 

¥150,700
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¥90,200

¥51,700

¥163,900

¥103,400

¥64,900

 ¥180,400

 ¥119,900

 ¥81,400  ¥74,800

 ¥198,000

 ¥137,500

 ¥99,000

ADP TOP（鋼板掴みアダプター）※ ＋¥5,500 ＋¥7,700 ＋¥9,900
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陸屋根の天窓 （フラットシリーズ） 取付角度： ）寸6（°13-°0
 
FCMフィックスタイプ 2222 2234 3422 2246 4622 3434

2222 2234 3422 2246 4622 3434

2222 2234 3422 2246 4622 3434

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

FCM 0004
透明合わせ  
FCM 0035
型板網入り 

FCMの施工キット

MTL （鋼板キット）

MB （塗布・塗膜防水キット）

ECL （スレートキット）

ECW （瓦キット）

AP （瓦延長オプション）
 

FCMの施工キット

CB （枠キット）

CBSR （防火枠キット）

ルーフウインドウシリーズ

GGL手動タイプ CK02 MK04

550×778 780×978 

GGL 3057
木枠クリア・透明合わせ

GGL 3026
木枠クリア・網入り透明 

※樹脂枠ホワイト（GGU手動タイプ）と排煙タイプの価格は
ベルックス価格表（別冊）をご覧ください。

GGLのブラインド CK02                  MK04

RFL （GGL用）
ローラーブラインド

DKL （GGL用）
シェスタブラインド

GGLの専用水切り CK02                  MK04

EDL （スレート用水切り）

EDW （瓦用水切り）

AP （瓦延長オプション）

EDL TOP （鋼板用上部水切り）

ECR （フラットキット上部カバー）

納期や配送費など発注上の注意点について、詳しくはベルックス価格表をご覧ください。
価格 : 取付工事費及び消費税は含まれておりません。
天窓本体と、オプション（ブラインド、専用水切り、操作キット）をお選びください。

¥39,600

＋¥89,100

＋¥13,200 ＋¥15,400

FSLJ（GGL用）
ソーラープリーツ

＋¥56,100 ＋¥58,300

＋¥17,600 ＋¥20,900

＋¥106,700

¥48,400

¥46,200

¥55,000

¥52,800

¥61,600

¥57,200

¥66,000

＋¥5,500

＋¥11,000 ＋¥13,200

＋¥6,600

＋¥6,600 ＋¥6,600

＋¥13,200

＋¥14,300

＋¥13,200

＋¥33,000

＋¥18,700

＋¥44,000＋¥36,300 ＋¥41,800

＋¥14,300

＋¥16,500

＋¥14,300 ＋¥15,400 ＋¥15,400 ＋¥16,500

＋¥18,700

＋¥6,600

＋¥27,500

＋¥5,500

＋¥27,500

＋¥77,00

＋¥31,900 ＋¥27,500 ＋¥33,000

＋¥14,300 ＋¥14,300 ＋¥17,600 ＋¥17,600

＋¥31,900

＋¥18,700 ＋¥20,900 ＋¥18,700 ＋¥22,000 ＋¥20,900

取付角度:
°58-）寸8.5（°03 操作キット

VS電動用

KLB 100 
非常用バッテリー

KIX 300
VELUX ACTIVE キット
  

VS手動用

ZZZ 201B 
操作ハンドル

ZOZ 032 
操作ロッド60cm

ZCT 300
操作ロッド280cm

GGL手動用 

ZCT 200   
操作ロッド180cm

ZCT 100
延長ロッド100cm

ZAZ 010
天窓操作コード

¥35,200

¥36,300

＋¥5,500

＋¥5,500

＋¥5,500

＋¥3,300

＋¥5,500

＋¥5,500
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2022年2月第3版第1刷発行 「VELUX」「CABRIO」「ベルックス」などの会社名･製品名･および付随する「ベルックスロゴマーク」は、
日本ベルックス株式会社、あるいはベルックスグループの登録商標です。
品質向上のため、予告なしに仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。V-J010-2202@2022

2022年2月

電話によるお問い合わせ

TEL ：0570-00-8141

FAX：0570-00-8142

メールによるお問い合わせ

一般的なお問い合わせ：customer_jp@velux.com

アフターサービス：service_jp@velux.com

ウェブサイトからお問い合わせ
音声ガイダンスに従って、
サービスをお選びください。

■ナビダイヤルは市内通話料金で
　ご利用いただけます。

ナビダイヤルに接続できない場合は
TEL ：03-3478-8141
FAX：03-3478-8147

本社･ショールーム
〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷1-23-14　ベニーリーフビル

仙台営業所･ショールーム
〒981-3134　 仙台市泉区桂 1-16-3

名古屋営業所･ショールーム
〒465-0013　名古屋市名東区社口1-1016

大阪営業所
〒532-0011　大阪市淀川区西中島 5-13-9　新大阪MTビル1号館 3F




