
商品種類 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ品番 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ色名 ｵｰﾄﾝ色名 ｶｰﾄ 6L 注意事項

オートンサイディングシーラント対応表
旭ﾄｽﾃﾑ外装(株)

色番号

年 号2022 6月

AT-WALL 14FW
ﾜｲﾄﾞ･ﾆｭｰｺﾀﾀｷ14NC WNKQ4MBJ ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756 表面近似色※

WNKQ4NWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

WNKQ4SOB ｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭ Aｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○646 表面色

WNKQ4W ﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

ﾜｲﾄﾞ･ﾌﾗｯﾄ14 SWA14 無塗装 無塗装 000

ﾜｲﾄﾞ･新大壁14 SWA46 無塗装 無塗装 000

AT-WALL 14RW
ﾜｲﾄﾞ･まとい14NC WMTQ4CML くるみ 未対応 ZZZ

WMTQ4CWL くわぞめ ﾗｲﾄｷｬﾒﾙ ○ ○335 表面色

WMTQ4YGL よもぎ 未対応 ZZZ

ﾜｲﾄﾞ･ﾘｼﾝ14NC WLSQ4MJR ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭR Nﾌﾟﾗﾁﾅﾎﾜｲﾄ ○ ○C83 表面近似色

WLSQ4NWR ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄR ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 表面近似色

AT-WALL 15E
ｱｰﾙﾎﾞｰﾀﾞｰE ABY5ABFE1N ｱﾙﾎﾞﾌﾞﾗｳﾝFE KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ABY5AGFE1N ｱﾙﾎﾞｸﾞﾚｰFE ｾﾋﾟｱM ○ ○227 表面近似色

ABY5AHFE ｱﾙﾎﾞﾎﾜｲﾄFE ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ABY5AJFE1N ｱﾙﾎﾞﾍﾞｰｼﾞｭFE Nﾏｲｽﾀｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○722 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ABY5AKFE1N ｱﾙﾎﾞﾌﾞﾗｯｸFE Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｴﾓｰﾈﾃﾞｭｵE EMY5EBGFE1 ｴﾓｰﾈﾍﾞｰｼﾞｭFE Nﾏｲｽﾀｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○722 ｲﾒｰｼﾞ近似色

EMY5ECOFE1 ｴﾓｰﾈｺｺｱFE ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320 目地色

EMY5EMRFE1 ｴﾓｰﾈﾏﾛﾝFE ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320 目地色

EMY5EORFE1 ｴﾓｰﾈｵﾚﾝｼﾞFE ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320 目地色

EMY5EWHFE1 ｴﾓｰﾈﾎﾜｲﾄFE ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 ｲﾒｰｼﾞ色

ｺﾝﾌｫﾙE CFY5GAFE ｺﾝﾌｫﾙﾗｲﾄｸﾞﾚｰFE KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887 ｲﾒｰｼﾞ近似色

CFY5GBFE ｺﾝﾌｫﾙｳｫｰﾑｸﾞﾚｰFE ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034 ｲﾒｰｼﾞ近似色

CFY5KAFE ｺﾝﾌｫﾙﾌﾞﾗｯｸFE KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｽﾃｨｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰE STBY5SCFE1N ｽﾃｨｯｸｼﾅﾓﾝFE ﾃﾗｵｰｶｰ ○ ○332 表面近似色

STBY5SMFE1N ｽﾃｨｯｸﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝFE ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381 表面色

STBY5SRFE ｽﾃｨｯｸﾗｲﾄｸﾞﾚｰFE Nｿﾐｭﾙﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○739 表面近似色

STBY5SUFE ｽﾃｨｯｸｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭFE ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484 表面色

STBY5SWFE1N ｽﾃｨｯｸﾎﾜｲﾄFE Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218 表面近似色

STBY5SYFE1N ｽﾃｨｯｸｱｲﾎﾞﾘｰFE ﾏｲﾙﾄﾞﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○169 表面近似色

ﾄﾗｼﾅｰﾚﾀｲﾙE TRY5TGFE1N ﾄﾗｼﾅｵﾚﾝｼﾞﾌﾞﾗｳﾝFE Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895 目地色

TRY5TKFE1N ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｯｸFE Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895 目地色

TRY5TRFE1N ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｳﾝFE Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895 目地色

TRY5TWFE ﾄﾗｼﾅﾎﾜｲﾄFE ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 目地色

ﾌﾛｰﾅE FLY5BAFE ﾌﾛｰﾅﾌﾞﾗｳﾝFE ﾕｰｹﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○369 表面色

FLY5RAFE ﾌﾛｰﾅﾚｯﾄﾞFE Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

FLY5WAFE ﾌﾛｰﾅｱｲﾎﾞﾘｰFE KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

FLY5YAFE ﾌﾛｰﾅｷｬﾒﾙFE Mｿｳﾊﾞｰｲｴﾛｰ ○ ○882 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

やまがたﾌﾞﾗｽﾄﾀｲﾙ16E YGBY62YCFE1N YTｷｬﾒﾙFE ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

YGBY62YGFE1N YTｸﾞﾚｰFE ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色
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AT-WALL 15E
やまがたﾌﾞﾗｽﾄﾀｲﾙ16E YGBY62YRFE1N YTﾚｯﾄﾞFE ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

YGBY66YWFE YTﾎﾜｲﾄFE ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 目地近似色　

やまがた割肌ﾀｲﾙ16E YGWY66YCFE1N YTｷｬﾒﾙFE ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

YGWY66YGFE1N YTｸﾞﾚｰFE ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

YGWY66YRFE1N YTﾚｯﾄﾞFE ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

YGWY66YWFE YTﾎﾜｲﾄFE ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 目地近似色

ﾗｽﾃｨｳｯﾄﾞE RDY5RCFE1 ﾗｽﾃｨｼﾀﾞｰFE Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91 目地色

RDY5RDFE1 ﾗｽﾃｨﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝFE Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15 表面ｲﾒｰｼﾞ色

RDY5RGFE1 ﾗｽﾃｨｸﾞﾚｰFE ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18 ｲﾒｰｼﾞ色

RDY5RKFE1 ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｯｸFE KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 ｲﾒｰｼﾞ色

RDY5RNFE1 ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝFE ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDY5RRFE1 ﾗｽﾃｨﾚｯﾄﾞFE 未対応 ZZZ

AT-WALL 15EF
ﾗﾌｨｯｼｭE RUY5LIF1EN ﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰFE ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511 表面色

RUY5NWF1E ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄFE AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

RUY5SBF1E ｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭFE Aｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○646 表面近似色※

RUY5SEF1E ｻﾝｲｴﾛｰFE 未対応 ZZZ

RUY5SOF1EN ｻﾝｵﾚﾝｼﾞFE 未対応 ZZZ

AT-WALL 15EN
ﾓﾙｶﾞﾅE GNY5GAFE ﾓﾙｶﾞﾅｸﾞﾚｰFE ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰM ○ ○054 ｲﾒｰｼﾞ色

GNY5JAFE ﾓﾙｶﾞﾅﾍﾞｰｼﾞｭFE Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

GNY5KAFE ﾓﾙｶﾞﾅﾌﾞﾗｯｸFE KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾛｲﾙｽ16E LSY6GAFE ﾛｲﾙｽｸﾞﾚｰFE Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地近似色

LSY6KAFE ﾛｲﾙｽﾌﾞﾗｯｸFE Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地近似色

LSY6LAFE ﾛｲﾙｽﾈｲﾋﾞｰFE Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地近似色

AT-WALL 15F
ﾆｭｰｺﾀﾀｷ ST51GR ｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656 表面色

ST51KB ｸｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197 表面近似色

ST51NWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

ﾌｧｲﾝｱｸｼｽ15 FA5DBL1 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

FA5NWT1 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

FA5PB1 ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121 表面近似色

ﾌﾗｯﾄS15 FSQ5 無塗装 無塗装 000

FSQ553 無塗装 無塗装 000

AT-WALL 15P
ｱｰﾙﾎﾞｰﾀﾞｰP ABP5PABE ｱﾙﾎﾞﾍﾞｰｼﾞｭP Nﾏｲｽﾀｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○722 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ABP5PABG ｱﾙﾎﾞｽﾓｰｸP Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ABP5PABH ｱﾙﾎﾞﾎﾜｲﾄP ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面ｲﾒｰｼﾞ色

ABP5PABK ｱﾙﾎﾞﾌﾞﾗｯｸP Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｱﾙﾃﾞｨｰﾚP ARP5PRC ｱﾙｷｬﾒﾙP 未対応 ZZZ

ARP5PRJ ｱﾙﾍﾞｰｼﾞｭP ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ARP5PRW ｱﾙﾎﾜｲﾄP ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 ｲﾒｰｼﾞ近似色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！
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AT-WALL 15P
ｳﾞｪﾘｴP BEP5PBEA ｳﾞｪﾘｴﾗｲﾄｸﾞﾚｰP ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 ｲﾒｰｼﾞ近似色

BEP5PBEB ｳﾞｪﾘｴﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 ｲﾒｰｼﾞ色

BEP5PBEC ｳﾞｪﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰP KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 ｲﾒｰｼﾞ色

BEP5PBED ｳﾞｪﾘｴﾁｬｺｰﾙP KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｺﾝﾌｫﾙP CFP5GA ｺﾝﾌｫﾙﾗｲﾄｸﾞﾚｰP KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887 ｲﾒｰｼﾞ近似色

CFP5GB ｺﾝﾌｫﾙｳｫｰﾑｸﾞﾚｰP ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034 ｲﾒｰｼﾞ近似色

CFP5KA ｺﾝﾌｫﾙﾌﾞﾗｯｸP KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｽｳﾞｪﾙﾄP SLP5PSC1 ｽｳﾞｪﾙﾄﾁｬｺｰﾙP KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 表面近似色

SLP5PSF1 ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｯｸ2P KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96 表面近似色

SLP5PSGR1 ｽｳﾞｪﾙﾄｸﾞﾚｰP ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264 表面近似色

SLP5PSHT1 ｽｳﾞｪﾙﾄﾎﾜｲﾄP ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567 表面色

SLP5PSM1 ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ2P Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 表面近似色

SLP5PSV1 ｽｳﾞｪﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰP ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432 表面色

ｽﾃｨｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰP STBP5PSCM ｽﾃｨｯｸｼﾅﾓﾝP ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾃｨｰ ○ ○076 表面近似色

STBP5PSDN ｽﾃｨｯｸﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381 表面色

STBP5PSGB ｽﾃｨｯｸｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭP ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484 表面色

STBP5PSIV ｽﾃｨｯｸｱｲﾎﾞﾘｰP ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034 表面色

STBP5PSLG ｽﾃｨｯｸﾗｲﾄｸﾞﾚｰP Nｿﾐｭﾙﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○739 表面近似色

STBP5PSWH ｽﾃｨｯｸﾎﾜｲﾄP Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218 表面近似色

ｾｷﾎﾞｸP SBP5GA ｾｷﾎﾞｸｸﾞﾚｰP ｶﾒｵｸﾞﾚｰｼﾞｭ ○ ○086 ｲﾒｰｼﾞ近似色

SBP5GB ｾｷﾎﾞｸﾁｬｺｰﾙP KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

SBP5KA ｾｷﾎﾞｸﾌﾞﾗｯｸP KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

SBP5WA ｾｷﾎﾞｸﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｾﾋﾞｰﾉ16P SVP6GA ｾﾋﾞｰﾉｸﾞﾚｰP ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783 表面近似色

SVP6JA ｾﾋﾞｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭP ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511 表面近似色

SVP6JB ｾﾋﾞｰﾉｱｲﾎﾞﾘｰP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 表面色

SVP6KA ｾﾋﾞｰﾉﾌﾞﾗｯｸP KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

SVP6WA ｾﾋﾞｰﾉﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 目地色

ﾄﾞｩｰﾅｽ16P(休) DSP6PDBR ﾄﾞｩｰﾅｽﾌﾞﾗｳﾝP ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 表面近似色

DSP6PDCH ﾄﾞｩｰﾅｽCﾌﾞﾗｯｸP ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121 表面近似色

DSP6PDCW ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾘｱﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面近似色

DSP6PDGR ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾞﾚｰ2P ｾﾋﾟｱM ○ ○227 表面色

DSP6PDWT ﾄﾞｩｰﾅｽﾎﾜｲﾄP ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 表面近似色

ﾄﾗｳﾞｨｽP TVP5PTBG ﾄﾗｳﾞｨｽﾍﾞｰｼﾞｭP Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781 ｲﾒｰｼﾞ近似色

TVP5PTBN ﾄﾗｳﾞｨｽﾌﾞﾗｳﾝP KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57 ｲﾒｰｼﾞ近似色

TVP5PTGR ﾄﾗｳﾞｨｽｸﾞﾚｰP Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802 ｲﾒｰｼﾞ近似色

TVP5PTRD ﾄﾗｳﾞｨｽﾚｯﾄﾞP Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815 ｲﾒｰｼﾞ色

TVP5PTWP ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄﾋﾟﾝｸP ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 ｲﾒｰｼﾞ色

TVP5PTWY ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰP ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾄﾗｼﾅｰﾚﾀｲﾙP TRP5PTB ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｳﾝP Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 目地近似色

TRP5PTL ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｯｸP Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 目地近似色

TRP5PTW ﾄﾗｼﾅﾎﾜｲﾄP KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 目地色

ﾌﾛｰﾅP FLP5BA ﾌﾛｰﾅﾌﾞﾗｳﾝP ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

3 / 7

（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



商品種類 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ品番 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ色名 ｵｰﾄﾝ色名 ｶｰﾄ 6L 注意事項

オートンサイディングシーラント対応表
旭ﾄｽﾃﾑ外装(株)

色番号

年 号2022 6月

AT-WALL 15P
ﾌﾛｰﾅP FLP5GA ﾌﾛｰﾅｸﾞﾚｰP ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

FLP5JA ﾌﾛｰﾅﾍﾞｰｼﾞｭP ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473 表面ｲﾒｰｼﾞ色

FLP5WA ﾌﾛｰﾅｱｲﾎﾞﾘｰP KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

FLP5WB ﾌﾛｰﾅﾎﾜｲﾄP ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面ｲﾒｰｼﾞ色

ﾓﾀﾞﾝｳｯﾄﾞP MWP5PWBK1 ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｯｸ2P Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 ｲﾒｰｼﾞ近似色

MWP5PWE1 ｳｯﾃﾞｨﾎﾜｲﾄP AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

MWP5PWJ1 ｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ2P KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

MWP5PWN1 ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｳﾝP Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15 ｲﾒｰｼﾞ近似色

MWP5PWP1 ｳｯﾃﾞｨﾒｰﾌﾟﾙ2P Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91 表面色

MWP5PWS1 ｳｯﾃﾞｨﾚｯﾄﾞP ｸﾗｯｼｰﾏﾙｰﾝ ○ ○I89 ｲﾒｰｼﾞ近似色

やまがた割肌ﾀｲﾙ16P YGWP66PYB YTﾌﾞﾗｳﾝP ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 目地近似色※

YGWP66PYC YTｷｬﾒﾙP ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

YGWP66PYG YTｸﾞﾚｰP ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

YGWP66PYR YTﾚｯﾄﾞP ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

ﾗｽﾃｨｳｯﾄﾞP RDP5PRBR ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝP ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDP5PRCD ﾗｽﾃｨｼﾀﾞｰP Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91 目地近似色

RDP5PRDB ﾗｽﾃｨﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDP5PRGN ﾗｽﾃｨｸﾞﾘｰﾝP Nｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝ ○ ×F27 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDP5PRGY ﾗｽﾃｨｸﾞﾚｰP ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDP5PRLK ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｯｸP THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDP5PRMW ﾗｽﾃｨﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝP Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00 目地近似色※

ﾙｰﾋﾞｯｸ16 RKA6PRKW ﾙｰﾋﾞｯｸﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 目地近似色

ﾙﾌﾗﾝ16P FRP6PFIV ﾙﾌﾗﾝｱｲﾎﾞﾘｰP KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

FRP6PFKR ﾙﾌﾗﾝﾌﾞﾗｯｸP Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 ｲﾒｰｼﾞ近似色

FRP6PFLG ﾙﾌﾗﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰP Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218 ｲﾒｰｼﾞ近似色

FRP6PFWH ﾙﾌﾗﾝﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 目地近似色

ﾚｸﾀｰﾄP RTP5PRTC ﾚｸﾀﾁｬｺｰﾙP Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RTP5PRTG ﾚｸﾀｸﾞﾚｰP Nｿﾐｭﾙﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○739 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RTP5PRTW ﾚｸﾀﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 ｲﾒｰｼﾞ近似色

AT-WALL 15PF
ｲﾙﾏｰﾚP IMP5PMJ ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭP Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756 表面近似色※

IMP5PMV ﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰP ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496 表面近似色※

IMP5PWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

ﾓｻﾞｲｸｽﾄｰﾝﾛﾝﾃP MZP5PCR ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

MZP5PWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

ﾘﾌﾟﾚR15P RIPP5PAWN MSｱｸｱﾎﾜｲﾄP ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

RIPP5PLA ﾈｲﾋﾞｰP Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11 表面近似色

RIPP5PNEW MSﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾜｲﾄP ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

RIPP5PWT MSﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 表面近似色

ﾙﾌﾗﾝmono 16P FRP6PSH ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面近似色

FRP6PSI ﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰP ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511 表面近似色

FRP6PSL ﾗｲﾄｿﾌﾄｸﾞﾚｰP ﾃﾞｨｰﾌﾟﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○658 表面近似色

ﾙﾐﾅｰﾄﾞﾛﾝﾃP LUP5PCR ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



商品種類 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ品番 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ色名 ｵｰﾄﾝ色名 ｶｰﾄ 6L 注意事項

オートンサイディングシーラント対応表
旭ﾄｽﾃﾑ外装(株)

色番号

年 号2022 6月

AT-WALL 15PF
ﾙﾐﾅｰﾄﾞﾛﾝﾃP LUP5PDP ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙP KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 表面近似色

LUP5PWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

AT-WALL 15PN
ﾓﾙｶﾞﾅP GNP5GA ﾓﾙｶﾞﾅｸﾞﾚｰP ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰM ○ ○054 ｲﾒｰｼﾞ色

GNP5JA ﾓﾙｶﾞﾅﾍﾞｰｼﾞｭP Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

GNP5KA ﾓﾙｶﾞﾅﾌﾞﾗｯｸP KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾛｲﾙｽ16P LSP6GA ﾛｲﾙｽｸﾞﾚｰP Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地近似色

LSP6KA ﾛｲﾙｽﾌﾞﾗｯｸP Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地近似色

LSP6LA ﾛｲﾙｽﾈｲﾋﾞｰP Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地近似色

AT-WALL 15PZ
ｱｰﾙﾎﾞｰﾀﾞｰPZ ABPZ5PABE ｱﾙﾎﾞﾍﾞｰｼﾞｭP Nﾏｲｽﾀｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○722 ｲﾒｰｼﾞ色

ABPZ5PABG ｱﾙﾎﾞｽﾓｰｸP Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218 表面近似色

ABPZ5PABH ｱﾙﾎﾞﾎﾜｲﾄP ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ABPZ5PABK ｱﾙﾎﾞﾌﾞﾗｯｸP Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｳﾞｪﾘｴPZ BEPZ5PBEA ｳﾞｪﾘｴﾗｲﾄｸﾞﾚｰP ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 ｲﾒｰｼﾞ近似色

BEPZ5PBEB ｳﾞｪﾘｴﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 ｲﾒｰｼﾞ色

BEPZ5PBEC ｳﾞｪﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰP KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 ｲﾒｰｼﾞ色

BEPZ5PBED ｳﾞｪﾘｴﾁｬｺｰﾙP KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｾｷﾎﾞｸPZ SBPZ5GA ｾｷﾎﾞｸｸﾞﾚｰP ｶﾒｵｸﾞﾚｰｼﾞｭ ○ ○086 ｲﾒｰｼﾞ近似色

SBPZ5GB ｾｷﾎﾞｸﾁｬｺｰﾙP KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

SBPZ5KA ｾｷﾎﾞｸﾌﾞﾗｯｸP KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 ｲﾒｰｼﾞ近似色

SBPZ5WA ｾｷﾎﾞｸﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｾﾋﾞｰﾉ16PZ SVPZ6GA ｾﾋﾞｰﾉｸﾞﾚｰP ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783 表面近似色

SVPZ6JB ｾﾋﾞｰﾉｱｲﾎﾞﾘｰP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 表面色

SVPZ6KA ｾﾋﾞｰﾉﾌﾞﾗｯｸP KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

ﾄﾞｩｰﾅｽ16PZ DSPZ6PDBR ﾄﾞｩｰﾅｽﾌﾞﾗｳﾝP ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 表面近似色

DSPZ6PDCH ﾄﾞｩｰﾅｽCﾌﾞﾗｯｸP ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121 表面近似色

DSPZ6PDCW ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾘｱﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面近似色

DSPZ6PDWT ﾄﾞｩｰﾅｽﾎﾜｲﾄP ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 表面近似色

ﾄﾗｳﾞｨｽPZ TVPZ5PTBG ﾄﾗｳﾞｨｽﾍﾞｰｼﾞｭP Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781 ｲﾒｰｼﾞ近似色

TVPZ5PTBN ﾄﾗｳﾞｨｽﾌﾞﾗｳﾝP KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57 ｲﾒｰｼﾞ近似色

TVPZ5PTGR ﾄﾗｳﾞｨｽｸﾞﾚｰP Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802 ｲﾒｰｼﾞ近似色

TVPZ5PTRD ﾄﾗｳﾞｨｽﾚｯﾄﾞP Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815 ｲﾒｰｼﾞ色

TVPZ5PTWP ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄﾋﾟﾝｸP ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 ｲﾒｰｼﾞ色

TVPZ5PTWY ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰP ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾓｻﾞｲｸｽﾄｰﾝﾛﾝﾃPZ MZPZ5PCR ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

MZPZ5PWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

やまがた割肌ﾀｲﾙ16PZ YGWPZ66PYB YTﾌﾞﾗｳﾝP ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 目地近似色※

YGWPZ66PYC YTｷｬﾒﾙP ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

YGWPZ66PYR YTﾚｯﾄﾞP ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

ﾗｽﾃｨｳｯﾄﾞPZ RDPZ5PRBR ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝP ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDPZ5PRCD ﾗｽﾃｨｼﾀﾞｰP Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91 目地近似色

RDPZ5PRDB ﾗｽﾃｨﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15 ｲﾒｰｼﾞ近似色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



商品種類 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ品番 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ色名 ｵｰﾄﾝ色名 ｶｰﾄ 6L 注意事項

オートンサイディングシーラント対応表
旭ﾄｽﾃﾑ外装(株)

色番号

年 号2022 6月

AT-WALL 15PZ
ﾗｽﾃｨｳｯﾄﾞPZ RDPZ5PRGN ﾗｽﾃｨｸﾞﾘｰﾝP Nｱｰﾐｰｸﾞﾘｰﾝ ○ ×F27 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDPZ5PRGY ﾗｽﾃｨｸﾞﾚｰP ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082 ｲﾒｰｼﾞ色

RDPZ5PRLK ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｯｸP THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RDPZ5PRMW ﾗｽﾃｨﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝP Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00 目地近似色※

ﾘﾌﾟﾚR15PZ RIPPZ5PAWN MSｱｸｱﾎﾜｲﾄP ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

RIPPZ5PNEW MSﾆｭｰﾄﾗﾙﾎﾜｲﾄP ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

RIPPZ5PWT MSﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 表面近似色

ﾙﾌﾗﾝ16PZ FRPZ6PFIV ﾙﾌﾗﾝｱｲﾎﾞﾘｰP KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

FRPZ6PFKR ﾙﾌﾗﾝﾌﾞﾗｯｸP Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 ｲﾒｰｼﾞ近似色

FRPZ6PFLG ﾙﾌﾗﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰP Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218 ｲﾒｰｼﾞ近似色

FRPZ6PFWH ﾙﾌﾗﾝﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 目地近似色

ﾙﾐﾅｰﾄﾞﾛﾝﾃPZ LUPZ5PCR ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

LUPZ5PDP ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙP KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 表面近似色

LUPZ5PWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

ﾚｸﾀｰﾄPZ RTPZ5PRTC ﾚｸﾀﾁｬｺｰﾙP Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RTPZ5PRTG ﾚｸﾀｸﾞﾚｰP Nｿﾐｭﾙﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○739 ｲﾒｰｼﾞ近似色

RTPZ5PRTW ﾚｸﾀﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 ｲﾒｰｼﾞ近似色

AT-WALL 18VZ
ｳｯﾄﾞﾀｲﾙVZ DTVZ8BBF ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝF ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 表面近似色

DTVZ8KKF ﾀﾞｰｸｵｰｸF Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719 表面近似色

DTVZ8MPF ﾒｰﾌﾟﾙｵﾚﾝｼﾞF Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91 目地近似色

ﾆｭｰｸﾞﾚｲｽﾀｲﾙVZ NGVZ8GHF GRﾎﾜｲﾄF ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 ｲﾒｰｼﾞ近似色

NGVZ8GIF GRｱｲﾎﾞﾘｰF ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432 ｲﾒｰｼﾞ近似色

NGVZ8GKF GRｶｰｷF ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾓｻﾞｲｸｽﾄｰﾝVZ MZVZ8CWF ｸﾘｱﾎﾜｲﾄF ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

MZVZ8DCF ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙF KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 表面近似色

MZVZ8NWF ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄF AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

ﾙﾐﾅｰﾄﾞVZ LUVZ8CWF ｸﾘｱﾎﾜｲﾄF ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

LUVZ8NWF ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄF AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

LUVZ8PBF ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸF ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121 表面近似色

ﾛｯｻｰﾉVZ RSVZ8GA ﾛｯｻｰﾉｸﾞﾚｰF ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783 表面近似色

RSVZ8JA ﾛｯｻｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭF ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511 表面近似色

RSVZ8JB ﾛｯｻｰﾉｱｲﾎﾞﾘｰF ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71 表面色

RSVZ8KA ﾛｯｻｰﾉﾌﾞﾗｯｸF KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

AT-WALL Archi
ｱｰﾊﾞﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ15 ASC5DKU ｶｰｻﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 ※表面類似色

ASC5KCG ｶｰｻﾁｬｺｰﾙ ｾﾋﾟｱM ○ ○227 表面近似色

ASC5KSB ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面色※

ASC5KSF ｶｰｻﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

ASC5KSM ｶｰｻﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 表面近似色

ASC5KSW ｶｰｻﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

ASC5NBK ｶｰｻﾈｲﾋﾞｰ Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11 表面近似色

ﾌﾗｯﾄS15 FSC5GA ｸﾞﾚｰ ｳｲﾝｻﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○003 表面近似色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



商品種類 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ品番 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ色名 ｵｰﾄﾝ色名 ｶｰﾄ 6L 注意事項

オートンサイディングシーラント対応表
旭ﾄｽﾃﾑ外装(株)

色番号

年 号2022 6月

AT-WALL Archi
ﾌﾗｯﾄS15 FSC5JA ﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496 表面近似色

FSC5WA ｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面近似色

ﾓｰﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾟ MDC5KSB ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面色※

MDC5KSＦ ｶｰｻﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

MDC5NBK ｶｰｻﾈｲﾋﾞｰ Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11 表面近似色

ﾗﾝﾀﾞﾑｽﾄﾗｲﾌﾟ ANC5KCG ｶｰｻﾁｬｺｰﾙ ｾﾋﾟｱM ○ ○227 表面近似色

ANC5KSB ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面近似色

ANC5KSＦ ｶｰｻﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

ANC5NBK ｶｰｻﾈｲﾋﾞｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面色

ﾜｲﾄﾞｽﾄﾗｲﾌﾟ YSC5KSB ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面色※

YSC5KSＦ ｶｰｻﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

YSC5KSW ｶｰｻﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面近似色

YSC5NBK ｶｰｻﾈｲﾋﾞｰ Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11 表面近似色

AT-WALL 軒天
軒天用ﾜｲﾄﾞ WNK236W ﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面近似色

軒天用有孔板 WNK236UW ﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面近似色

AT-WALL 塗り壁
塗り壁14 NWA14 無塗装 無塗装 000

NWA41 無塗装 無塗装 000

外壁/内壁用建築素材「SHiZEN（ｼｾﾞﾝ）」
OBORO(ｼｰﾘﾝｸﾞver.) A2501 ｵﾎﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96 ｲﾒｰｼﾞ近似色

A2502 ｵﾎﾞﾛﾁｬｺｰﾙ ｴｽｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○266 ｲﾒｰｼﾞ近似色

A2503 ｵﾎﾞﾛﾈｲﾋﾞｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744 ｲﾒｰｼﾞ近似色

A2504 ｵﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

OBORO(ｼｰﾘﾝｸﾞﾚｽver.) A1501 ｵﾎﾞﾛﾌﾞﾗｯｸ KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96 ｲﾒｰｼﾞ近似色

A1502 ｵﾎﾞﾛﾁｬｺｰﾙ ｴｽｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○266 ｲﾒｰｼﾞ近似色

A1503 ｵﾎﾞﾛﾈｲﾋﾞｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744 ｲﾒｰｼﾞ近似色

A1504 ｵﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

SAND(ｼｰﾘﾝｸﾞver.) B2501 ｼﾛｻﾝﾄﾞ 未対応 ZZZ

SAND(ｼｰﾘﾝｸﾞﾚｽver.) B1501 ｼﾛｻﾝﾄﾞ 未対応 ZZZ

7 / 7

（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！


