
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)　Danｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色番号

年 号2022 7月

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 単色塗装品
ｽﾀｯｺ WXYX202 ｽﾓｰｸｸﾞﾚｰ Cｽﾚｰﾄｸﾞﾚｰ ○ ○B32 表面近似色

WXYX204 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895 表面近似色

WXYX205 ﾍﾞｰｼﾞｭ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38 表面近似色※

WXYX206 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

ﾃｨｰﾚIII WEACJ2001 ｱｲﾎﾞﾘｰ 未対応 ZZZ

WEACJ2002 ｽﾓｰｸｸﾞﾚｰ ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078 表面近似色

WEACJ2004 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895 表面近似色

WEACJ2005 ﾍﾞｰｼﾞｭ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38 表面近似色

WEACJ2006 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面色

ﾃﾞｭｰﾈ WXYW201 ｱｲﾎﾞﾘｰ 未対応 ZZZ

WXYW202 ｽﾓｰｸｸﾞﾚｰ Cｽﾚｰﾄｸﾞﾚｰ ○ ○B32 表面近似色

WXYW204 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895 表面近似色

WXYW205 ﾍﾞｰｼﾞｭ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38 表面近似色

WXYW206 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

WXYW208 ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｲﾙﾄﾞﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○169 表面近似色

ﾆｭｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ〈SGL〉 遮熱性SGL鋼板単色塗装品
ｼﾞｵｽﾄﾗｲﾌﾟL WEBFJ2047 ｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090 表面近似色

WEBFJ2050 ｴｽﾄﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

WEBFJ2078 ｴｽﾄｶﾞﾝﾒﾀﾙ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061 表面近似色

WEBFJ2080 ｴｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 表面近似色

ｽﾊﾟﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞL WEBAJ2047 ｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090 表面近似色

WEBAJ2050 ｴｽﾄﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

WEBAJ2078 ｴｽﾄｶﾞﾝﾒﾀﾙ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061 表面近似色

WEBAJ2080 ｴｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 表面近似色

ﾆｭｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ〈SGL〉 遮熱性ﾌｯ素SGL鋼板単色塗装品
ｼﾞｵｽﾄﾗｲﾌﾟS WEBFG2047(休) ｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰBF Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090 表面近似色

WEBFG2048 ｴｽﾄﾌﾞﾗｯｸBF Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEBFG2049 ｴｽﾄﾌﾞﾙｰBF Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面近似色

WEBFG2050(休) ｴｽﾄﾎﾜｲﾄBF ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

WEBFG2078(休) ｴｽﾄｶﾞﾝﾒﾀﾙBF ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061 表面近似色

WEBFG2080(休) ｴｽﾄｸﾞﾘｰﾝBF Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 表面近似色

ｽﾊﾟﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞN WEBDG2047(休) ｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰBF Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090 表面近似色

WEBDG2048 ｴｽﾄﾌﾞﾗｯｸBF Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEBDG2049 ｴｽﾄﾌﾞﾙｰBF Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面近似色

WEBDG2050(休) ｴｽﾄﾎﾜｲﾄBF ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

ｽﾊﾟﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞS WEBAG2047(休) ｴｽﾄｼﾙﾊﾞｰBF Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090 表面近似色

WEBAG2048 ｴｽﾄﾌﾞﾗｯｸBF Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEBAG2049 ｴｽﾄﾌﾞﾙｰBF Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面近似色

WEBAG2050(休) ｴｽﾄﾎﾜｲﾄBF ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

WEBAG2078(休) ｴｽﾄｶﾞﾝﾒﾀﾙBF ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061 表面近似色

WEBAG2079 ｴｽﾄﾚｯﾄﾞBF 未対応 ZZZ

WEBAG2080(休) ｴｽﾄｸﾞﾘｰﾝBF 未対応 ZZZ

WEBAG2081 ｴｽﾄｵﾚﾝｼﾞBF Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91 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！
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ﾆｭｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ〈SGL〉 遮熱性ﾌｯ素SGL鋼板単色塗装品
ｽﾊﾟﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞS WEBAG2082 ｴｽﾄｱｸｱBF 未対応 ZZZ

ﾆｭｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 ﾌｯ素ﾌﾟﾘﾝﾄ鋼板ﾌﾟﾘﾝﾄ塗装品
dMETAL001(受) WEBKN0256 R BLACK 未対応 ZZZ

WEBKN0257 R BROWN 未対応 ZZZ

ﾆｭｰｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 遮熱性鋼板単色塗装品
ｽﾄﾘﾝｸﾞｽL WEBHJ0048 ｴｽﾄﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEBHJ0049 ｴｽﾄﾌﾞﾙｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面近似色

WEBHJ0078 ｴｽﾄｶﾞﾝﾒﾀﾙ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061 表面近似色

WEBHJ0080 ｴｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 表面近似色

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 iD塗装品
ｶｼﾞｭｱﾙﾌﾞﾘｯｸSF WEDＴＭ2149 SWｶｼﾞｭｱﾙｵﾚﾝｼﾞF+ ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432 目地色

WEDＴＭ2150 SWｶｼﾞｭｱﾙﾌﾞﾗｳﾝF+ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843 目地近似色

WEDTM2151 SWｶｼﾞｭｱﾙｸﾞﾚｰF+ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211 目地近似色

ｾﾄﾞﾅSF WEDPM2158 SWｾﾄﾞﾅﾍﾞｰｼﾞｭF+ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDPM2159 SWｾﾄﾞﾅｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝF+ Kﾍﾞｰﾈﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○754 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDPM2160 SWｾﾄﾞﾅｸﾞﾚｰF+ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｿﾘｯﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞｰIISF WEDRＭ2137 SWｽﾄｰﾝﾎﾜｲﾄF+ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDRＭ2138 SWｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｱｲﾎﾞﾘｰF+ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049 目地近似色

WEDRＭ2139 SWｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｸﾞﾚｰF+ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDRＭ2140 SWｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾗｳﾝF+ ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾃｨｰ ○ ○076 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾃｨｴﾗIISF WEDLM2106 SWﾃｨｴﾗﾍﾞｰｼﾞｭF+ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDLM2107 SWﾃｨｴﾗｸﾞﾚｰF+ ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDLM2108 SWﾃｨｴﾗｲｴﾛｰF+ ﾗｲﾄｷｬﾒﾙ ○ ○335 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDLM2161 SWﾃｨｴﾗﾌﾞﾗｳﾝF+ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDLM2162 SWﾃｨｴﾗﾌﾞﾙｰF+ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰM ○ ○054 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾌﾟﾚｼｬｽｳｯﾄﾞIISF WEDHM2103 SWﾌﾟﾚｼｬｽﾍﾞｰｼﾞｭF+ ﾗｲﾄｷｬﾒﾙ ○ ○335 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

WEDHM2156 SWﾌﾟﾚｼｬｽﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭF+ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDHM2157 SWﾌﾟﾚｼｬｽﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝF+ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDHM2163 SWﾌﾟﾚｼｬｽｱｯｼｭF+ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾍﾞﾙｸSF WEDVM2164 SWﾍﾞﾙｸﾁｬｺｰﾙF+ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127 ｲﾒｰｼﾞ近似色

WEDVM2165 SWﾍﾞﾙｸﾎﾜｲﾄF+ Aﾊﾟｰﾙ ○ ○083 ｲﾒｰｼﾞ色

WEDVM2166 SWﾍﾞﾙｸブﾗｳﾝF+ ｻﾝﾄﾞｷｬﾒﾙ ○ ×409 ｲﾒｰｼﾞ近似色

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 ｽﾘｰﾄﾝ塗装品
ｶｼﾞｭｱﾙﾌﾞﾘｯｸIIRF WEDTK2167 SWﾐｽﾄﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 目地近似色

WEDTK2168 SWﾐｽﾄﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 目地近似色

WEDTK2169 SWﾐｽﾄﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 目地近似色

WEDTK2170 DBﾐｽﾄﾀﾞｰｸｵﾚﾝｼﾞ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 目地近似色

WEDTK2171 DBﾐｽﾄﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 目地近似色

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 ﾂｰﾄﾝ塗装品
ｾﾄﾞﾅIIRF WEDPL2172 SWﾐｽﾄﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 目地近似色

WEDPL2173 CHﾐｽﾄｳｫｰﾑﾁｪﾘｰ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 目地色

WEDPL2174 COﾐｽﾄｷｬﾒﾙ Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756 目地色
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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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深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 ﾂｰﾄﾝ塗装品
ｾﾄﾞﾅIIRF WEDPL2175 DBﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 目地近似色

ﾌﾟﾚｼｬｽｳｯﾄﾞIIRF WEDHL2176 DBﾐｽﾄﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 目地近似色

WEDHL2177 COﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756 目地色

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 遮熱性ﾌｯ素鋼板単色ﾋﾞｰｽﾞ塗装品
ｶｼﾞｭｱﾙﾌﾞﾘｯｸBF(休) WEDTE2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝBF ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDTE2039 ｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸBF Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEDTE2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

ｽﾚﾝﾀﾞﾗｲﾝBF WEDCE2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝBF ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDCE2031(休) ﾌﾞﾗｲﾄｱｯｼｭBF ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288 表面近似色

WEDCE2039 ｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸBF Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEDCE2040 ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭBF ﾐﾙｷｰｺｺｱ ○ ○687 表面色

WEDCE2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

ｿﾘｯﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞｰBF WEDRE2011(休) ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝBF ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDRE2038 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝBF Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 表面近似色

WEDRE2039(休) ｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸBF Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEDRE2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

ﾍﾞﾙｸBF WEDVE2031(休) ﾌﾞﾗｲﾄｱｯｼｭBF ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078 表面近似色

WEDVE2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

WEDVE2060 ｺｯﾄﾝﾍﾞｰｼﾞｭBF ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色

石積V BF(休) WEDSE2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝBF ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDSE2031 ﾌﾞﾗｲﾄｱｯｼｭBF ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288 表面近似色

WEDSE2040 ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭBF ﾐﾙｷｰｺｺｱ ○ ○687 表面色

WEDSE2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 遮熱性ﾌｯ素鋼板単色低光沢塗装品
ｾﾄﾞﾅBF WEDPF2057 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面色

WEDPF2085(休) ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰBF ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDPF2087 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸBF KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

WEDPF2089(休) ﾅﾁｭﾗﾙｻﾝﾄﾞBF Gﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○064 表面近似色

ﾃｨｴﾗBF WEDLF2057 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

WEDLF2083 ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｳﾝBF 未対応 ZZZ

WEDLF2085(休) ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰBF ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

ﾌﾟﾚｼｬｽｳｯﾄﾞBF WEDHF2057 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

WEDHF2083 ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｳﾝBF 未対応 ZZZ

WEDHF2087 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸBF KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

WEDHF2088(休) ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭBF ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色

ﾍﾟﾘｯﾄﾞﾗｲﾝBF(休) WEDMF2057 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面色

WEDMF2087 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸBF KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

WEDMF2088 ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭBF ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色

ﾙｼｪﾛBF(休) WEDNF2057 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

WEDNF2083 ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｳﾝBF 未対応 ZZZ

WEDNF2085 ﾅﾁｭﾗﾙﾁｪﾘｰBF ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDNF2088 ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭBF ｽﾄﾛｰ ○ ○151 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)　Danｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色番号

年 号2022 7月

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 単色ﾋﾞｰｽﾞ塗装品
ｶｼﾞｭｱﾙﾌﾞﾘｯｸL WEDTJ2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDTJ2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

ｽﾚﾝﾀﾞﾗｲﾝIISF WEDCH2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝF+ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDCH2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄF+ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

WEDCH2060 ｺｯﾄﾝﾍﾞｰｼﾞｭF+ ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色※

ｾﾄﾞﾅL WEDPJ2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDPJ2060 ｺｯﾄﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色

ｿﾘｯﾄﾞﾎﾞｰﾀﾞｰL WEDRJ2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDRJ2039 ｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

ﾃｨｴﾗIISF WEDLH2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝF+ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDLH2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄF+ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

ﾃｨｴﾗL WEDLJ2011 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

WEDLJ2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

ﾌﾟﾚｼｬｽｳｯﾄﾞL WEDHJ2038 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 表面近似色

WEDHJ2060 ｺｯﾄﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色

ﾍﾟﾘｯﾄﾞﾗｲﾝL WEDMJ2039 ｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEDMJ2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

ﾙｼｪﾛIISF WEDNH2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄF+ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

WEDNH2060 ｺｯﾄﾝﾍﾞｰｼﾞｭF+ ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色※

ﾙｼｪﾛL WEDNJ2039 ｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

WEDNJ2055 ｿﾌﾄﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

4 / 4

（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！


