
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

AT-WALL 14FW
表面近似色※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

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

表面色WMTQ4CWL くわぞめ ﾗｲﾄｷｬﾒﾙ ○ ○335

WMTQ4YGL よもぎ 未対応 ZZZ

表面近似色ﾜｲﾄﾞ･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

AT-WALL 15E
ｲﾒｰｼﾞ近似色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

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

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

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

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

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

目地色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

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

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｺﾝﾌｫﾙ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

表面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

表面近似色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

表面近似色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

目地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

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

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色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

目地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

1（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　　※：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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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

AT-WALL 15E
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

表面ｲﾒｰｼﾞ色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

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

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

RDY5RRFE1 ﾗｽﾃｨﾚｯﾄﾞFE 未対応 ZZZ

AT-WALL 15EF
表面色ﾗﾌｨｯｼｭ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

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

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
ｲﾒｰｼﾞ色ﾓﾙｶﾞﾅE GNY5GAFE ﾓﾙｶﾞﾅｸﾞﾚｰFE ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰM ○ ○054

ｲﾒｰｼﾞ近似色※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

目地近似色ﾛｲﾙｽ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

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

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

表面色ST51NWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似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

表面色FA5NWT1 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

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

ﾌﾗｯﾄS15 FSQ5 無塗装 無塗装 000

FSQ553 無塗装 無塗装 000

AT-WALL 15P
ｲﾒｰｼﾞ近似色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

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色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

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

ｱﾙﾃﾞｨｰﾚP ARP5PRC ｱﾙｷｬﾒﾙP 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色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

2（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　　※：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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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

AT-WALL 15P
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｳﾞｪﾘｴP 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

表面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

表面近似色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

表面近似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

表面近似色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

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｾｷﾎﾞｸ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

表面近似色ｾﾋﾞｰﾉ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

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

目地色SVP6WA ｾﾋﾞｰﾉﾎﾜｲﾄP ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71

表面近似色ﾄﾞｩｰﾅｽ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

表面色DSP6PDGR ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾞﾚｰ2P ｾﾋﾟｱM ○ ○227

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

ｲﾒｰｼﾞ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

ｲﾒｰｼﾞ近似色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

目地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

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

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌﾛｰﾅ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

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

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

3（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　　※：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
ｲﾒｰｼﾞ近似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

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

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

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

表面色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

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

目地近似色※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

ｲﾒｰｼﾞ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

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

ｲﾒｰｼﾞ近似色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

目地近似色※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

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾙﾌﾗﾝ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

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

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚｸﾀｰﾄ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

AT-WALL 15PF
表面近似色※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

表面近似色ﾘﾌﾟﾚ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

表面近似色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

表面色LUP5PWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

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

ｲﾒｰｼﾞ近似色※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

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　　※：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 15PN
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾓﾙｶﾞﾅP GNP5KA ﾓﾙｶﾞﾅﾌﾞﾗｯｸP KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

目地近似色ﾛｲﾙｽ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

AT-WALL 15PZ
ｲﾒｰｼﾞ色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

表面近似色ABPZ5PABG 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

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

ｲﾒｰｼﾞ近似色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

表面近似色ｾﾋﾞｰﾉ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

表面近似色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

ｲﾒｰｼﾞ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

ｲﾒｰｼﾞ近似色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

表面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

目地近似色※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

ｲﾒｰｼﾞ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

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

ｲﾒｰｼﾞ近似色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

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

目地近似色※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

表面近似色ﾘﾌﾟﾚ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

5（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　　※：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！

年 号2022 6月



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

AT-WALL 15PZ
表面近似色ﾘﾌﾟﾚR15PZ RIPPZ5PWT MSﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾙﾌﾗﾝ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

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

表面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

表面近似色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

表面色LUPZ5PWT ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚｸﾀｰﾄ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

AT-WALL 18VZ
表面近似色ｳｯﾄﾞﾀｲﾙ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

目地近似色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

ｲﾒｰｼﾞ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

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色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

表面近似色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

表面近似色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

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

AT-WALL Archi
※表面類似色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

表面近似色ASC5KCG ｶｰｻﾁｬｺｰﾙ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

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

ASC5KSF ｶｰｻﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

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

表面色ASC5KSW ｶｰｻﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色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

MDC5KSＦ ｶｰｻﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

表面近似色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

6（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　　※：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！

年 号2022 6月



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

AT-WALL Archi
ﾗﾝﾀﾞﾑｽﾄﾗｲﾌﾟ ANC5KSＦ ｶｰｻﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

表面色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

YSC5KSＦ ｶｰｻﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

表面近似色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

AT-WALL 軒天
表面近似色軒天用ﾜｲﾄﾞ 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

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）」
ｲﾒｰｼﾞ近似色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

A2504 ｵﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色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

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（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　　※：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！

年 号2022 6月



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)　その他

色  
番号

ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ水切り
表面近似色URV50 B ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色BN ﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色CSV ｸﾗｼｯｸｼﾙﾊﾞｰII ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

MLV ｽﾏｰﾄｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

表面近似色PW ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｼﾘｰｽﾞ
表面近似色※ｽﾁｰﾙ幕板 ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟｰﾂ
ｽﾘﾑｽﾄｰﾝ調 UFRPSO91SSH SSﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

UFRPSO91SSJ SSﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

UFRPSO91SSN SSﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ﾚﾝｶﾞ調 UFRPRO91RGD RGﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

UFRPRO91RGJ RGﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

UFRPRO91RGN RGﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

表面近似色幕板等 ｵｲﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ ｵｲﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

表面ｲﾒｰｼﾞ色ｵｰﾙﾄﾞﾁｰｸ ｵｰﾙﾄﾞﾁｰｸ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815

表面近似色ｸﾞﾚｲｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭB ｸﾞﾚｲｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭB ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色ｼｬｲﾆｰｸﾞﾚｰA ｼｬｲﾆｰｸﾞﾚｰA ﾙﾐﾅｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○199

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝA ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝA Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝB ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝB Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝFH ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝFH Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝK ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝK Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝP ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝP Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝX ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｳﾝX Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸA ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸA Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸB ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸB Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸFH ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸFH Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸK ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸK Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸP ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸP Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸX ｽｲｰﾄﾌﾞﾗｯｸX Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色※ﾊﾞｰﾝﾌﾞﾗｯｸ ﾊﾞｰﾝﾌﾞﾗｯｸ TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

ﾗｲﾄｼﾀﾞｰ ﾗｲﾄｼﾀﾞｰ 未対応 ZZZ

表面近似色ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄA ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄA ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄB ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄB ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄFH ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄFH ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄK ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄK ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄP ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄP ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄX ﾘｯﾁﾎﾜｲﾄX ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

8（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

FLAT DESIGN PANEL 光ｾﾗ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼﾝﾌﾟﾙﾄﾞｯﾄ NH7291A QFﾄﾞｯﾄﾁﾀﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH7292A QFﾄﾞｯﾄﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Sｸﾞﾚｰ ○ ○097

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌｨｴﾙﾃ NH49710A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝｺｰﾙﾃﾝ ﾀｰｷｰﾚｯﾄﾞ ○ ×N25

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH49711A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｺﾝｸﾘｰﾄ Sｸﾞﾚｰ ○ ○097

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4971A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4972A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ Nﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ×743

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4973A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝｱｰｽ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4974A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾚｲﾔｰ KMｽﾀﾝﾚｰﾛｰｽﾞ ○ ○B82

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4975A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾏｰﾌﾞﾙ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4976A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝｱｲﾛﾝ ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4977A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄﾏｰﾌﾞﾙ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4978A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾘﾄｽｵｵﾔ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4979A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝｳｫｰﾙﾅｯﾄ Mﾀｸﾐﾌﾞﾗｳﾝ ○ ×776

SOLIDO　ｿﾘﾄﾞ
ｲﾒｰｼﾞ近似色TypeF EA6511K coffee ｾﾋﾟｱM ○ ○227

EA6621K shirasu 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色TypeM FLAT SMN21G 錆茶(さびちゃ) ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾚｯﾄﾞ ○ ×364

ｲﾒｰｼﾞ色SMN65G 灰(はい) ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

ｲﾒｰｼﾞ近似色SMN72G 鉄黒(てつぐろ) KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

ｲﾒｰｼﾞ近似色SMN85G ｾﾒﾝﾄ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

ｲﾒｰｼﾞ近似色TypeM FLAT 研磨 SMNK72G 鉄黒(てつぐろ) KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

ｲﾒｰｼﾞ近似色TypeM LAP SMG21G 錆茶(さびちゃ) ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾚｯﾄﾞ ○ ×364

ｲﾒｰｼﾞ色SMG65G 灰(はい) ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

ｲﾒｰｼﾞ近似色SMG72G 鉄黒(てつぐろ) KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

ｲﾒｰｼﾞ近似色SMG85G ｾﾒﾝﾄ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15
表面色ｴｯｼﾞﾗｲﾝ EH4163K ﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EH4164K ｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ色※ｷｭｰﾌﾞｼｭｸﾚ15 EH3941K ｻﾄﾙﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH3942K ｻﾄﾙﾁﾀﾝｸｰﾙｸﾞﾚｰ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH3945K ｻﾄﾙﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ KMｱｳﾘｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○D87

ｲﾒｰｼﾞ近似色※EH3946K ﾊｲﾄﾞﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

目地色ｷｭｰﾌﾞﾓｻﾞｲｸ EH3885K ﾊｰﾓﾆｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地色※EH3887K ﾊｰﾓﾆｰﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ Kﾍﾞｰﾈﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○754

目地近似色※EH3889K ﾊｰﾓﾆｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面色ｸﾞﾘｯﾀ EH4651K ｻﾃﾝﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色EH4652K ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EH4653K ｽﾛｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面近似色※EH4654K ｱｲﾎﾞﾘｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面色ｸﾛｯﾄ EH4121K ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色※EH4122K ｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色EH4123K ﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面近似色※EH4124K ｱｲﾎﾞﾘｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼﾏﾝﾌﾗｯﾄ EH7301H ﾗﾝﾄﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

9（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　　※：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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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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼﾏﾝﾌﾗｯﾄ EH7302H ﾗﾝﾄﾁﾀﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

EH7303H ｿｲﾙﾁﾀﾝﾐﾄﾞﾙｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH7304H ｿｲﾙﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○073

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH7305H ｿｲﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ色ｽｸﾗｯﾁｸﾛｽ EH4041K QFｿﾌﾟﾗﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色※EH4042K QFｱｰﾍﾞﾝﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色EH4043K QFｱｰﾍﾞﾝﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地近似色EH4044K QFｿﾌﾟﾗﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

目地近似色ｽﾃｲﾌﾞﾙﾀｲﾙ EH4411K QFﾕｰｽﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地色EH4412K QFｱﾊﾞﾝﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH4415K QFﾊｲﾄﾞﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ15 EH4221H ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EH4221K ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色※EH4222H ｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色※EH4222K ｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色※EH4223H ｼﾙｸﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面色※EH4223K ｼﾙｸﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面近似色EH4224H ｱｲﾎﾞﾘｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

表面近似色EH4224K ｱｲﾎﾞﾘｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

表面近似色EH4225H ﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EH4225K ﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EH4226H ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色EH4226K ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色EH4227H ﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色EH4227K ﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色EH4228H ﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色EH4228K ﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾋﾞｵﾘｰﾉ EH4401K QFｷﾙﾝﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EH4402K QFﾘﾋﾟｰﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EH4403K QFﾊﾟｳﾛﾆｱﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ Mﾗﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○763

表面ｲﾒｰｼﾞ色EH4404K QFﾘﾋﾟｰﾄﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面色ひより15 EH3211H ﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EH3211K ﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EH3212H ｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面色EH3212K ｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面色EH3215H ﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色EH3215K ﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

目地近似色※ﾌｧｲﾝｸﾚｽﾀ15 EH3491K ﾌｧｲﾝﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地色※EH3493K ﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面色※EH3496K ｸﾗﾌﾄﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞﾌﾞﾗｳﾝ Mﾗﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○763

表面近似色EH3497K ﾌｧｲﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｶﾝﾄﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○243

表面色ﾌﾟﾗｼｰﾄﾞ15 EH38710H ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄD ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EH38710K ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EH38711H ﾏｯﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

10（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15
表面近似色ﾌﾟﾗｼｰﾄﾞ15 EH38711K ﾏｯﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面近似色EH38712H ﾕｰﾛﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭB ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

表面近似色EH38712K ﾕｰﾛﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

表面近似色EH38713H ｻﾃﾝﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾒﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C82

表面近似色EH38713K ｻﾃﾝﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾒﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C82

表面色EH3871H ﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄC KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EH3871K ﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EH3872H ﾏﾁｭｱﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭF Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864

表面近似色EH3872K ﾏﾁｭｱﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864

表面色EH3873H ﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色EH3873K ﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌﾟﾗｯｼｭｽﾄｰﾝ EH4381H ﾊｲﾄﾞﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色※EH4382H ｻｲﾚﾝﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

目地近似色EH4384H ｸﾞﾗｼｭﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚｼﾌｪ EH4241K ｺﾝﾌｫｰﾄﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色EH4242K ﾋﾟｭｱﾁﾀﾝﾋﾟｰﾁ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

ｲﾒｰｼﾞ色EH4243K ｶｰﾗﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ色※EH4244K ﾎﾞﾜﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ｲﾒｰｼﾞ色和ﾎﾞｰﾀﾞｰ15 EH3671K ｿﾙﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ近似色※EH3673K ｸﾗﾌﾄﾁﾀﾝｵｰｶｰ ﾐﾙｷｰｺｺｱ ○ ○687

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH3674K ｿﾙﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

表面ｲﾒｰｼﾞ色EH3675K ﾕｰｽﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾓｶGCS ○ ○081

ｲﾒｰｼﾞ近似色※EH3676K ﾕｰｽﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMｱｳﾘｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○D87

ｲﾒｰｼﾞ色※EH3678K ﾊｲﾄﾞﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15 ARTIER ｱﾙﾃｨｴ
ｲﾒｰｼﾞ色ｸﾚｰﾙｳｯﾄﾞ15 EH42310K QFﾋﾟｰｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EH42311K QFﾋﾟｰｽﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

EH42312K QFﾋﾟｰｽﾁﾀﾝｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

EH42313K QFﾋﾟｰｽﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EH42314K QFﾋﾟｰｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

表面ｲﾒｰｼﾞ色EH42315K QFﾋﾟｰｽﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EH42316K QFﾋﾟｰｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

ｲﾒｰｼﾞ色ｼﾙﾊﾞｽﾀｲﾙ15 EH37012K QFﾘﾝﾋﾟｵﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH37013K QFﾘﾝﾋﾟｵﾁﾀﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Cｽﾚｰﾄｸﾞﾚｰ ○ ○B32

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH37014K QFﾘﾝﾋﾟｵﾁﾀﾝｳｫｰﾑｸﾞﾚｰ ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078

ｲﾒｰｼﾞ色EH37015K QFﾘﾝﾋﾟｵﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

ｲﾒｰｼﾞ色EH37016K QFﾘﾝﾋﾟｵﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｿﾗﾈﾙ EH7081K QFﾙｲﾕﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ色EH7082K QFﾙｲﾕﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH7083K QFﾙｲﾕﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

ｲﾒｰｼﾞ近似色EH7084K QFﾙｲﾕﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾍﾞｲｶｰﾌﾞﾘｯｸ EH4276K QFﾄﾞｩｰﾛﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

EH4277K QFﾄﾞｩｰﾛﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EH4278K QFﾄﾞｩｰﾛﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

11（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　　※：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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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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15 ARTIER ｱﾙﾃｨｴ
表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾍﾞｲｶｰﾌﾞﾘｯｸ EH4279K QFﾄﾞｩｰﾛﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾛｯｼｭｽﾄﾗｲﾌﾟ EH4831K QFｼｭﾀｲﾝﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EH4832K QFｼｭﾀｲﾝﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757

ｲﾒｰｼﾞ色EH4833K QFｼｭﾀｲﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

ｲﾒｰｼﾞ色EH4834K QFｼｭﾀｲﾝﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ16
表面近似色新ﾌﾗｯﾄ16 EH44711K(受) ｽﾛｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

EH44712K(受) ｸﾞﾚｰﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

表面色EH44713K(受) ｼﾙｸﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

EH44715K(受) ｼﾀﾞｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

EH44716K(受) ﾕｰﾛﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

EH44717K(受) ﾊﾟｽﾃﾙﾁﾀﾝﾌﾟﾘﾝｾｽ 未対応 ZZZ

EH44718K(受) ﾊﾟｽﾃﾙﾁﾀﾝﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

EH44719K(受) ﾊﾟｽﾃﾙﾁﾀﾝｵｰｼｬﾝ 未対応 ZZZ

表面近似色EH4471K ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EH4472K ｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色EH4473K(受) ｻﾃﾝﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色EH4474K(受) ﾏｯﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面色EH4476K(受) ｸﾘｰﾑﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面近似色EH4477K(受) ﾊｰﾍﾞｽﾄﾁﾀﾝｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

表面近似色EH4479K(受) ｳｫｰﾙﾅｯﾄﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ Mﾗﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○763

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱﾋﾞｲﾌﾞﾘｯｸ EW2151H QWｴｰﾃﾞﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面近似色EW2152H QWﾊﾞﾗﾝｽｵﾚﾝｼﾞ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

表面近似色EW2154H QWﾌﾛｰﾗﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾗｵｰｶｰ ○ ○332

表面色EW2155H QWﾙｼｰﾙﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

表面近似色ｵﾗｰｼﾞｭｳｯﾄﾞ EW2181H QWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW2182H QWｽﾃｨﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面色EW2183H QWﾀﾞｰｸﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

表面近似色EW2184H QWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面色ｶﾙﾑｳｪｰﾌﾞ EW1951H QWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EW1952H QWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色EW1956H QWﾆｭｰﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面色EW1957H QWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面近似色EW1958H QWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

目地色ｼｰﾑｽﾄｰﾝ EW1871H MWｿﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色EW1872H MWｸﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ﾌｫｰﾏﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○137

表面ｲﾒｰｼﾞ色※EW1873H MWﾊﾟｲﾙｻｰﾓﾝﾋﾟﾝｸ ﾏﾐｰﾋﾟﾝｸ ○ ○M87

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW1875H MWｶﾘｽﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｶﾒｵｸﾞﾚｰｼﾞｭ ○ ○086

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｪｰﾌ EW2231H QWﾘﾗｯｸﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色EW2232H QWﾘﾗｯｸｸﾞﾚｰ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2233H QWﾘﾗｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ﾘｯﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○740

ｲﾒｰｼﾞ色EW2234H QWｼﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2235H QWｼﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

12（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
目地近似色ｼﾋﾞｯｸｽﾄｰﾝ EW1911H MWｿﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地色EW1913H MWﾏﾀﾞﾚﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

ｲﾒｰｼﾞ色EW1915H MWﾃﾞｨｽｶﾞｲｽﾞﾍﾞｰｼﾞｭ Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756

目地色EW1916H MWｸﾛｰｽﾞﾌﾞﾗｯｸ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

ｲﾒｰｼﾞ色　ｼﾌｫﾝｽﾄｰﾝ EW2021H MWｾﾚﾉﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ色EW2022H MWﾊﾟﾚｽﾋﾟﾝｸ KMｸｵｰﾂﾋﾟﾝｸ ○ ○D07

ｲﾒｰｼﾞ色　EW2023H MWﾊﾟﾚｽﾍﾞｰｼﾞｭ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

ｲﾒｰｼﾞ色EW2024H MWﾊﾟﾚｽﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾋﾞｽﾀﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○842

目地近似色ｼﾏｰｽﾄｰﾝ EW2241H QWﾌﾟﾘｰﾄﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ色EW2242H QWﾌｧｲﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ色EW2243H QWﾌﾞﾘｭﾚｱｲﾎﾞﾘｰ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

ｲﾒｰｼﾞ色EW2246H QWﾎﾞﾜｸﾞﾚｰ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

目地色ｼｭﾌﾟﾘｽﾄｰﾝ EW1781H MWﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EW1782H MWﾏｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ色EW1784H MWﾎﾞﾜﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

目地色EW1785H MWﾌｧｲﾝｼﾙﾊﾞｰ KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887

目地色EW1786H MWﾄﾜｲﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地色ｼﾙﾌｨｰﾄﾞ EW2091H QWﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW2092H QWﾏｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ KMﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○A78

目地近似色EW2093H QWｱﾙﾊﾞｵｰｶｰ ﾋﾋﾞｷｵｰｶｰ ○ ○522

目地色EW2094H QWｱﾙﾊﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

表面色ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ EW20110H MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色EW20110K MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色EW20111H MWﾏｯｸｽﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色EW20111K MWﾏｯｸｽﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色※EW2011H MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色※EW2011K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EW2012H MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色EW2012K MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色EW2013H MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面色EW2013K MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面近似色EW2014H MWｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色EW2014K MWｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色EW2015H MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW2015K MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EW2016H MWｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面色EW2016K MWｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面近似色EW2019H MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色EW2019K MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

目地色ｽﾚｯﾄﾞｽﾄｰﾝ EW1921H QWﾆｭｱﾝｽﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地色　EW1921K QWﾆｭｱﾝｽﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地色EW1922H QWｱﾙﾊﾞﾎﾜｲﾄ ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432

目地色EW1922K QWｱﾙﾊﾞﾎﾜｲﾄ ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432

目地色EW1923H QWﾆｭｱﾝｽｸﾞﾚｰ ｸﾛﾑｸﾞﾚｰ ○ ○M30

13（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
目地色※ｽﾚｯﾄﾞｽﾄｰﾝ EW1923K QWﾆｭｱﾝｽｸﾞﾚｰ ｸﾛﾑｸﾞﾚｰ ○ ○M30

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW1924H QWﾏｰﾁﾌﾞﾗｯｸ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW1924K QWﾏｰﾁﾌﾞﾗｯｸ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

表面色EW1925H QWﾆｭｱﾝｽﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面色EW1925K QWﾆｭｱﾝｽﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色EW1926H QFｱﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756

表面近似色EW1926K QFｱﾃﾞｨｼｮﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756

表面近似色EW1927H QFｱﾃﾞｨｼｮﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色EW1927K QFｱﾃﾞｨｼｮﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

目地色ｾﾞﾌﾞﾗｳｯﾄﾞ EW2111K QWﾚｰﾍﾞﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地色EW2112K QWﾎﾞﾜｸﾞﾚｰ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

表面色EW2117K QWｻﾄﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

目地近似色EW2118K QWｶﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ ｴｽｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○266

目地近似色EW2119K QWﾃﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｴﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J69

表面近似色ﾃﾞﾙﾀﾗｲﾝ EW2391H QWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色EW2392H QWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW2393H QWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

EW2394H QWｱｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

表面色EW2395H QWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色EW2396H QWﾏｯｸｽﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

ｲﾒｰｼﾞ色ﾆｭｰﾀｲﾙ EW12811K MWﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ﾚｸﾞﾎﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○N29

目地近似色EW12812K MWFﾌｫｰﾏﾙﾌﾞﾗｯｸ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地近似色EW12813K MWｱｺｰﾙﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地色EW1287K MWｱｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地色EW1289K MWｱｺｰﾙｷｬﾒﾙ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

表面近似色ﾊﾟｲﾙﾎﾞｰﾀﾞｰ EW1771H MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色EW1771K MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色EW1772H MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色EW1772K MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色EW1773H MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色EW1773K MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色EW1774H MWﾀﾞｰｸﾌﾞﾛﾝ ﾌｧﾝｼｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○437

表面近似色EW1774K MWﾀﾞｰｸﾌﾞﾛﾝ ﾌｧﾝｼｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○437

表面近似色EW1775H MWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面近似色EW1775K MWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面近似色EW1776H MWｽﾏｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

表面近似色EW1776K MWｽﾏｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾊﾟｽﾄﾗﾙ EW2101H QWｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW2101K QWｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EW2102H QWﾋﾟｭｱﾍﾞｰｼﾞｭ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面色EW2102K QWﾋﾟｭｱﾍﾞｰｼﾞｭ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面色EW2103H QWﾆｭｱﾝｽﾍﾞｰｼﾞｭ ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078

表面色EW2103K QWﾆｭｱﾝｽﾍﾞｰｼﾞｭ ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2104H QWﾎﾞﾜﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

14（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾊﾟｽﾄﾗﾙ EW2104K QWﾎﾞﾜﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色はまび調14 EW16310H MWﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

表面近似色EW16311H MWﾌﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

表面近似色EW1631H MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW1632H MWｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面近似色EW1633H MWﾊｰﾍﾞｽﾄｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

表面色EW1638H MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色※EW1639H MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色ひより14 EW1881H MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EW1881K MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EW1882H MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色EW1882K MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色※EW1883H MWｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面色※EW1883K MWｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面色EW1884H MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面色EW1884K MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面近似色ﾏﾚｰｱ EW2361H QWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

　★表面近似色EW2362H QWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW2363H QWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色EW2364H QWﾍﾞﾋﾞｰｵｰｶｰ Nﾌﾟﾗﾁﾅﾎﾜｲﾄ ○ ○C83

表面近似色EW2365H QWｸｰｽｸﾞﾚｰ ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078

表面近似色EW2366H QWﾌｨﾉｸﾞﾚｰ Gﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○064

表面近似色EW2367H QWｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

ｲﾒｰｼﾞ色ﾐﾆﾓ EW1931K QWﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色EW1932K QWﾌｧｲﾝﾋﾟｰﾁ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW1933K QWｶｰﾗｵﾚﾝｼﾞ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW1934K QWｶｰﾗｸﾞﾚｰ Nｺｰﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○861

表面色ﾒｲｽﾞｽｸｴｱ EW2141H QWｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EW2141K QWｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW2142H QWﾌｧｲﾝﾋﾟｰﾁ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

表面近似色EW2142K QWﾌｧｲﾝﾋﾟｰﾁ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2144H QWﾌｧｰﾑﾌﾞﾗｯｸ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2144K QWﾌｧｰﾑﾌﾞﾗｯｸ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2145H QWﾌｫｰﾙﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2145K QWﾌｫｰﾙﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW2146H QWｱﾙﾊﾞｲｴﾛｰ ｵﾗﾝｼﾞｭｲｴﾛｰ ○ ×N73

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW2146K QWｱﾙﾊﾞｲｴﾛｰ ｵﾗﾝｼﾞｭｲｴﾛｰ ○ ×N73

表面近似色EW2148H QWｱﾙﾊﾞﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2148K QWｱﾙﾊﾞﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

表面色EW2149H QWﾄﾜｲﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色EW2149K QWﾄﾜｲﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

ｲﾒｰｼﾞ色ﾗﾌﾚﾝｶﾞ EW1754K MWﾌﾞﾛｯｻﾑｵﾚﾝｼﾞ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW1755K MWﾌﾞﾛｯｻﾑﾌﾞﾗｳﾝ ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○159

ｲﾒｰｼﾞ色EW1756K MWﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ﾚｸﾞﾎﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○N29

15（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　　※：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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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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗﾌﾚﾝｶﾞ EW1757K MWﾌﾞﾛｯｻﾑﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○159

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW1758K MWﾌﾞﾛｯｻﾑｵｰｶｰ ﾌｧﾝｼｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○437

目地近似色ﾗﾝｸﾞｽﾄｰﾝ EW17610K MWﾊﾞﾗﾝｽｵﾚﾝｼﾞ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ色EW17611K MWﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

目地色EW1761K MWｿﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色EW1765K MWﾙｼｰﾙｵｰｶｰ ﾐﾙｷｰｺｺｱ ○ ○687

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW1767K MWﾙｼｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511

ｲﾒｰｼﾞ色EW1768K MWﾊﾞﾗﾝｽｵｰｶｰ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

ｲﾒｰｼﾞ近似色※EW1769K MWﾊﾞﾗﾝｽｸﾞﾚｰ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211

表面近似色ﾘｭｰｼﾞｭ EW2071H QWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色※EW2072H QWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71

表面近似色EW2073H QWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色EW2074H QWﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

表面近似色EW2075H QWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面色EW2076H QWﾊｰﾍﾞｽﾄｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

表面色EW2078H QWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面近似色EW2079H QWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

目地近似色ﾙｷﾅｽﾄｰﾝ EW2171H QWﾌｫｰﾙﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

目地近似色EW2172H QWﾊｰﾓﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

目地近似色EW2173H QWﾊｰﾓﾆｰｸﾞﾚｰ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

目地色EW2174H QWﾊﾟﾚｽﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾚﾅｰﾀｽﾄｰﾝ EW2281H QWﾊﾟﾚｽｱｲﾎﾞﾘｰ ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW2282H QWﾙｼｰﾙﾋﾟﾝｸ KMｽﾀﾝﾚｰﾛｰｽﾞ ○ ○B82

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2283H QWﾊﾟﾚｽｲｴﾛｰ ｻﾀｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○490

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2284H QWﾊﾟﾚｽｸﾞﾚｰ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW2285H QWﾊﾟﾚｽﾌﾞﾗｳﾝ ｱｸｱﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○371

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW2286H QWﾊﾟﾚｽﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW2287H QWﾙｼｰﾙﾌﾞﾗｯｸ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

ｲﾒｰｼﾞ色EW2288H QWﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色ﾚﾍﾞﾚﾝﾄ EW2341H QWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色EW2342H QWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW2343H QWｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面近似色EW2344H QWﾐｯﾄﾞｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面近似色EW2345H QWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面近似色EW2346H QWｼｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀｳﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○079

表面近似色EW2347H QWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色EW2348H QWﾏｯｸｽﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面色木目調 EW12910K QWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面近似色EW1296K QWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色EW1297K QWｽﾃｨﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色EW1298K QWｼﾀﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

表面色EW1299K QWｼｮｺﾗﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14広幅
表面色はまび調14広幅 EW14910WH MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

16（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14広幅
表面近似色※はまび調14広幅 EW14911WH MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EW14912WH MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW14915WH MWﾌﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

表面近似色EW1499WH MWﾊｰﾍﾞｽﾄｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水15
表面色ｱﾘﾋﾞｵ EW7101K MWｻﾃﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色EW7102K MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW7103K MWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

目地近似色ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾌﾞﾘｯｸII EW4321H MWﾊﾞｯｹﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地色EW4322H MWﾊﾞｯｹﾝﾋﾟﾝｸ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色EW4323H MWﾊﾞｯｹﾝｲｴﾛｰ ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484

目地近似色EW4325H MWｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｶｰｷ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面色ｴｯｼﾞﾗｲﾝ EW4161K MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色※EW4162K MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色EW4163K MWｽﾏｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

表面近似色ｴﾚﾉｱ EW7061K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW7062K MWﾕｰﾛﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

表面色EW7063K MWｽﾃｨﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色ｵﾙﾃﾞﾝ EW7071H MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EW7072H MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色EW7073H MWﾏｯｸｽﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

ｲﾒｰｼﾞ色ｷｭｰﾌﾞｼｭｸﾚ15 EW3941K MWｻﾄﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW3942K MWｻﾄﾙｸｰﾙｸﾞﾚｰ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW3944K MWﾊｲﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

ｲﾒｰｼﾞ色EW3945K MWｻﾄﾙﾍﾞｰｼﾞｭ KMｱｳﾘｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○D87

表面色ｸﾞﾘｯﾀ EW4651K MWｻﾃﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色EW4652K MWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面近似色EW4653K MWｻﾃﾝﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ｸﾚｰﾙｳｯﾄﾞ15 EW4231K MWﾊﾞｯｹﾝｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

目地近似色EW4234K MWﾃﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ Kﾂｰﾄﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○645

表面近似色EW4236K MWｻﾄﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色EW4237K MWｾﾚﾉﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色EW4238K MWｶﾊﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ ｴｽｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○266

表面近似色ｸﾛｯﾄ EW4121K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW4122K MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面近似色EW4123K MWｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼﾏﾝﾌﾗｯﾄ EW7301H MWﾗﾝﾄﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW7302H MWﾗﾝﾄﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW7303H MWｿｲﾙﾐﾄﾞﾙｸﾞﾚｰ Sｸﾞﾚｰ ○ ○097

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW7304H MWｿｲﾙﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○073

ｲﾒｰｼﾞ近似色EW7305H MWｿｲﾙﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地色ｼｭﾌﾟﾘｽﾄｰﾝ15 EW4251H MWﾙｰﾁｪﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EW4252H MWﾏｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色EW4253H MWﾌｧｲﾝｼﾙﾊﾞｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

17（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水15
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｭﾌﾟﾘｽﾄｰﾝ15 EW4254H MWﾎﾞﾜﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ｲﾒｰｼﾞ色ｼﾙﾊﾞｽﾀｲﾙ15 EW3701K MWｶﾊﾞｰﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色EW3707K MWﾌｨｯﾄｲｴﾛｰ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地色EW3708K MWﾌｨｯﾄﾋﾟﾝｸ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地近似色EW3709K MWﾌｨｯﾄｸﾞﾚｰ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地色ｽｸﾗｯﾁｸﾛｽ EW4041K MWﾏｰﾁﾋﾟﾝｸ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地近似色EW4043K MWﾌﾞﾗﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

目地近似色EW4044K MWﾄﾜｲﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

目地近似色EW4045K MWﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

目地色EW4046K MWﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

目地近似色ｽﾃｲﾌﾞﾙﾀｲﾙ EW4411K MWﾊﾞｯｹﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地近似色EW4412K MWｶﾘｽｸﾞﾚｰ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面色EW4415K MWﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝ15 EW4221H MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW4221K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EW4222H MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色EW4222K MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色EW4223H MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面近似色EW4223K MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面近似色EW4224H MWｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色EW4224K MWｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色EW4225H MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW4225K MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW4226H MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色EW4226K MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色EW4227H MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色EW4227K MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色ひより15 EW3212H MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色EW3212K MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色EW3215H MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EW3215K MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW3216H MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色EW3216K MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色ﾌｧｲﾝｸﾚｽﾀ15 EW3491K MWﾌｧｲﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色EW3494K MWﾚｰﾍﾞﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾄﾛｰ ○ ○151

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW3495K MWﾌｨｯﾄﾌﾞﾗｳﾝ Mﾗﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○763

表面色EW3496K MWｶﾘｽﾌﾞﾗｯｸ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

表面近似色ﾌﾟﾗｼｰﾄﾞ15 EW38710H MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW38710K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EW38711H MWﾏｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面近似色EW38711K MWﾏｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面色EW3871H MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EW3871K MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EW3872H MWﾏﾁｭｱﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864

18（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水15
表面近似色ﾌﾟﾗｼｰﾄﾞ15 EW3872K MWﾏﾁｭｱﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864

表面色EW3873H MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色EW3873K MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色EW3877H MWﾀﾞｰｸﾌﾞﾛﾝ ﾌｧﾝｼｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○437

表面近似色EW3877K MWﾀﾞｰｸﾌﾞﾛﾝ ﾌｧﾝｼｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○437

表面色EW3878H MWｱｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

表面色EW3878K MWｱｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

目地近似色！ﾍﾞｲｶｰﾌﾞﾘｯｸ EW4271K MWﾘﾈｶﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面近似色！EW4271K MWﾘﾈｶﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

目地色！EW4272K Mﾊﾟﾚｽｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面近似色！EW4272K Mﾊﾟﾚｽｵﾚﾝｼﾞ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾝﾊﾞｰ ○ ○441

目地色EW4273K MWﾊﾟﾚｽｵｰｶｰ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

EW4273K MWﾊﾟﾚｽｵｰｶｰ 未対応 ZZZ

表面色ﾗﾝﾌﾞﾙ15 EW4261K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EW4262K MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色EW4263K MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色EW4264K MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面近似色※打ちっ放し調15 EW3571H MWﾏﾃﾘｱﾙｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

目地近似色和ﾎﾞｰﾀﾞｰ15 EW3671K MWｿﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ色EW3673K MWｿﾙｶﾌｪ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW3675K MWｿﾙﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW3677K MWﾊｲﾄﾞｸﾞﾚｰ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰM ○ ○054

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EW3678K MWｻﾄﾙﾍﾞｰｼﾞｭ KMｱｳﾘｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○D87

表面ｲﾒｰｼﾞ色EW3679K MWﾊｲﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水16
表面近似色新ﾌﾗｯﾄ16 EW44711K(受) MWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

EW44712K(受) MWｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

表面色EW44713K(受) MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

EW44715K(受) MWｼﾀﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

EW44716K(受) MWﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

EW44717K(受) MWﾊﾟｽﾃﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ 未対応 ZZZ

EW44718K(受) MWﾊﾟｽﾃﾙﾌｫﾚｽﾄ 未対応 ZZZ

EW44719K(受) MWﾊﾟｽﾃﾙｵｰｼｬﾝ 未対応 ZZZ

表面近似色EW4471K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色EW4472K MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色EW4473K(受) MWｻﾃﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色EW4474K(受) MWﾏｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面近似EW4476K(受) MWｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面近似色EW4477K(受) MWﾊｰﾍﾞｽﾄｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

表面近似色EW4479K(受) MWｳｫｰﾙﾅｯﾄｵﾚﾝｼﾞ Mﾗﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○763

ｴｸｾﾚｰｼﾞ14
目地なしﾌﾗｯﾄ横張り ES1670K 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装 000

ｴｸｾﾚｰｼﾞ16
ﾌﾗｯﾄ16(限) ES4110F 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装 000

19（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｴｸｾﾚｰｼﾞ16
新ﾌﾗｯﾄ16 ES4470K 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装 000

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14
目地色ｲﾝｸﾞﾚｲﾌﾞ(寒) CW2351GC MWｽﾕｱﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地色CW2352GC MWｽﾕｱｸﾞﾚｰ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

目地近似色CW2353GC MWｽﾕｱﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

目地近似色CW2354GC MWｽﾕｱﾌﾞﾗｳﾝ KMｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○890

目地近似色CW2355GC MWﾌﾞﾗﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57

ｲﾒｰｼﾞ近似色CW2356GC MWｽﾕｱﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

目地近似色CW2357GC MWﾄﾜｲﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ KMﾎﾞﾅﾃｨｸﾞﾚｰ ○ ○H51

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｴﾙﾃﾞﾌﾗｯﾄ14(寒) CW2421GC MWﾗﾝﾄﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色CW2422GC MWﾗﾝﾄﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

ｲﾒｰｼﾞ色CW2423GC MWﾗﾝﾄﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

ｲﾒｰｼﾞ近似色CW2424GC MWﾗﾝﾄﾌﾞﾗｯｸ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面色ｶｰﾛ(寒) CW1891GC MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71

表面近似色CW1893GC MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色CW1894GC MWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面近似色※CW1896GC MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面色※　ｶﾞﾚｰﾈ(寒) CW11312GC MWﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面近似色※　CW1134GC MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色CW1136GC MWｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面色※CW1138GC MWﾊｰﾍﾞｽﾄｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

表面色※　ｸﾛｰﾌ14(寒) CW1811GC MWｿﾙﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ色CW1814GC MWｶﾊﾞｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地近似色CW1816GC MWﾏﾀﾞﾚﾄｸﾞﾚｰ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

ｲﾒｰｼﾞ色CW1817GC MWｶﾊﾞｰﾄﾞｷｬﾒﾙ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

ｲﾒｰｼﾞ近似色CW1818GC MWﾐｯｸｽﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｬﾍﾟﾝﾛｯｸ(寒) CW2371GC MWｽﾕｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色CW2372GC MWｵﾙﾀﾅﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色CW2373GC MWｽﾌｨｱｵｰｶｰ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

目地近似色CW2374GC MWｵﾙﾀﾅｵｰｶｰ ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432

表面色CW2375GC MWﾚﾌｨﾅｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

表面色CW2376GC MWﾌｫｰﾑﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

目地近似色CW2377GC MWﾆｭｱﾝｽﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色※　ｼｭﾗﾝｸ14(寒) CW1821GC MWｿﾙﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ色CW1822GC MWｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾘｯﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○740

目地近似色※CW1823GC MWﾌｧﾝｼｰﾌﾞﾗｳﾝ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

ｲﾒｰｼﾞ色※CW1824GC MWﾌｧﾝｼｰﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色ｽｳｪｲﾄﾞｽﾄｰﾝ(寒) CW2251GC MWｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色CW2252GC MWﾏﾀﾞﾚﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色CW2253GC MWﾃﾈﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

表面近似色CW2254GC MWﾃﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

表面色※ｿﾃｨｰﾚ14(寒) CW11110GC MWﾊｰﾍﾞｽﾄｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

表面近似色※　CW1111GC MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色CW11121GC MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

20（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　　※：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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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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14
表面近似色ｿﾃｨｰﾚ14(寒) CW11122GC MWｸﾞﾚｲｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面近似色CW11125GC MWﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色CW1112GC MWｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面色※CW1116GC MWｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面近似色CW1119GC MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

目地近似色ﾃﾘﾇﾀｲﾙ(寒) CW2191GC MWﾎﾞﾇｰﾙﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色※CW2192GC MWﾎﾞﾇｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面色※CW2193GC MWﾎﾞﾇｰﾙｸﾞﾚｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○169

表面近似色※CW2194GC MWﾎﾞﾇｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼﾞ ○ ○J73

目地近似色※CW2195GC MWﾎﾞﾇｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ｲﾒｰｼﾞ近似色※CW2196GC MWﾎﾞﾇｰﾙﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

表面近似色※CW2197GC MWﾎﾞﾇｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

目地近似色ﾅﾁｭﾗﾌﾞﾘｯｸ(寒)(受)(休) CW12011GC MWﾊﾟｲﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地色CW1207GC MWﾘﾈｶﾞﾙｲｴﾛｰ ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096

目地近似色CW1208GC MWﾘﾈｶﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾀｳﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○079

目地近似色CW1209GC MWﾌｫｰﾏﾙﾌﾞﾗｯｸ ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096

目地近似色ﾊﾟﾗﾚﾗﾀｲﾙ(寒) CW2261GC MWﾌｫｰﾙﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

目地近似色CW2262GC MWﾌｫｰﾏﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地近似色CW2263GC MWﾊﾞﾗﾝｽｵﾚﾝｼﾞ Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756

目地近似色CW2264GC MWﾊｰﾓﾆｰｸﾞﾚｰ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地色CW2265GC MWﾊｰﾓﾆｰｵｰｶｰ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

目地色CW2266GC MWﾊﾟﾚｽﾌﾞﾗｯｸ Mﾊﾟｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○761

表面近似色ﾌﾟﾃｨﾚ(寒) CW2211GC MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色CW2212GC MWﾏｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面近似色※　CW2213GC MWﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面近似色CW2214GC MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面色CW2215GC MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色※　ﾌﾟﾗｼｽ CW2121GC MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色CW2122GC MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色※　CW2123GC MWﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面近似色CW2125GC MWｽﾃｨﾙﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

表面色※CW2126GC MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色CW2127GC MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色※　ﾌﾗﾝｳｪｰﾌﾞ(寒) CW1621GC MWﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

目地近似色CW1622GC MWﾌｧｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ○ ○547

ｲﾒｰｼﾞ近似色CW1625GC MWﾆｭｱﾝｽﾌﾞﾗｯｸ ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

目地近似色※　CW1626GC MWﾋﾟｭｱﾋﾟｰﾁ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ色CW1627GC MWﾎﾞﾜｸﾞﾚｰ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

目地色CW1628GC MWｺﾝﾌｫｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

目地近似色ﾌﾞﾚｼｱ(寒) CW2031GC MWｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色※　CW2032GC MWﾋﾟｭｱﾋﾟｰﾁ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ色CW2033GC MWﾎﾞﾜｸﾞﾚｰ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

ｲﾒｰｼﾞ近似色※CW2034GC MWﾎﾞﾜﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ｲﾒｰｼﾞ近似色CW2035GC MWﾄﾜｲﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96

21（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　　※：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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色  
番号

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14
目地近似色ﾍﾟﾙｿﾅｽﾄｰﾝ(寒) CW2201GC MWｱﾅﾃﾞﾑﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色※CW2202GC MWｱﾅﾃﾞﾑｲｴﾛｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地近似色※CW2203GC MWｱﾅﾃﾞﾑｵﾚﾝｼﾞ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地近似色CW2204GC MWｱﾅﾃﾞﾑﾌﾞﾗｯｸ ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

表面近似色ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｯﾌﾟ(寒) CW2381GC MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色CW2382GC MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色CW2383GC MWﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

表面近似色CW2384GC MWｱｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ ｴｽｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○266

表面近似色CW2385GC MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

表面色CW2386GC MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色CW2387GC MWｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

表面色ﾓﾀﾞﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ8 CW12511GC MWﾌﾘﾝﾄﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

表面色※CW12513GC MWｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面近似色CW12514GC MWﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面色CW12515GC MWﾛｾﾞﾚｯﾄﾞ ｳﾞｪﾈｼｱﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○M31

表面色CW12516GC MWﾜｻﾋﾞｸﾞﾘｰﾝ ｼｰﾓｽｸﾞﾘｰﾝ ○ ○N39

表面近似色CW12517GC MWﾌｫﾚｽﾄｲｴﾛｰ ﾎﾟｰﾘﾝｲｴﾛｰ ○ ×J99

表面近似色※　CW1251GC MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面近似色CW1256GC MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色CW1257GC MWｽﾄﾚｰﾄｸﾞﾚｰ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

目地色ﾗﾀﾞｯｸｳｯﾄﾞII(寒) CW22710GC MWﾐﾄｽﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

目地近似色CW22711GC MWﾐﾄｽﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

目地近似色CW22712GC MWﾐﾄｽﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

目地色CW2279GC MWﾐﾄｽﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色ﾘｱｽﾌﾞﾘｯｸ(寒) CW1961GC MWﾌｫｰﾏﾙﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色CW1962GC MWﾌｫｰﾏﾙﾋﾟﾝｸ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地近似色CW1964GC MWﾌｫｰﾏﾙｵﾚﾝｼﾞ Mﾊﾟｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○761

目地近似色CW1965GC MWﾌﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色CW1967GC MWﾌｫｰﾏﾙｲｴﾛｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地近似色ﾘﾌﾚｸﾄｽﾄｰﾝ(寒) CW2131GC MWｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色※　CW2132GC MWﾋﾟｭｱﾋﾟｰﾁ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ色CW2133GC MWﾎﾞﾜｸﾞﾚｰ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

ｲﾒｰｼﾞ近似色CW2134GC MWﾆｭｱﾝｽﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ近似色※板木目14 CW1831GC MWﾎﾞﾜﾎﾜｲﾄ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地近似色※　CW1832GC MWﾎﾞﾜｸﾞﾘｰﾝ ｴｽｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○266

ｲﾒｰｼﾞ色※　CW1833GC MWﾎﾞﾜﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57

ｲﾒｰｼﾞ近似色※CW1834GC MWﾎﾞﾜﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ｲﾒｰｼﾞ色CW1835GC MWﾎﾞﾜｸﾞﾚｰ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

ｲﾒｰｼﾞ近似色CW1836GC MWﾎﾞﾜﾒｰﾌﾟﾙ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾝﾊﾞｰ ○ ○441

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色CW1837GC MWﾎﾞﾜﾏﾎｶﾞﾆｰ ｸﾗｯｼｰﾏﾙｰﾝ ○ ○I89

目地色CW1838GC MWﾎﾞﾜｲｴﾛｰ ﾎﾟｰﾘﾝｲｴﾛｰ ○ ×J99

目地近似色CW1839GC MWﾎﾞﾜﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14広幅
表面色※　ｶﾞﾚｰﾈ広幅(寒) CW15810WGC MWﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

22（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　　※：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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オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14広幅
表面近似色※　ｶﾞﾚｰﾈ広幅(寒) CW1582WGC MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色CW1584WGC MWｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面近似色※　ﾘｻｰｼﾞｭ広幅(寒) CW1841WGC MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色CW1842WGC MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色CW1844WGC MWｸﾞﾚｲｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水ﾊﾟﾜｰｺｰﾄ16
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｴﾙﾃﾞﾌﾗｯﾄ16(寒) CL7321GC ALﾗﾝﾄﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色CL7322GC ALﾗﾝﾄﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

ｲﾒｰｼﾞ色CL7323GC ALﾗﾝﾄﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7324GC ALﾗﾝﾄﾌﾞﾗｯｸ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面ｲﾒｰｼﾞ色※　ｸﾞﾗﾝｼｰ(寒)(休) CL3911C ALｿﾙﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ色CL3914C ALｿﾙﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

ｲﾒｰｼﾞ色※CL3915C ALｸﾛｰｽﾞｱｲﾎﾞﾘｰ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

表面ｲﾒｰｼﾞ色CL3916C ALｿﾙﾋﾟﾝｸ ﾋﾞｽﾀﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○842

目地近似色ｸﾞﾘｯﾄﾞｽｸｴｱ CL4551C ALﾚｰﾍﾞﾝﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地色CL4552C ALﾌﾞﾘｴﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

目地色CL4553C ALﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

目地色CL4554C ALﾌﾞﾘｴﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地色ｸﾛｰﾌ16(寒)(休) CL3791C ALｿﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色※CL3792C ALｶﾊﾞｰﾄﾞｲｴﾛｰ ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL3794C ALｶﾊﾞｰﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

ｲﾒｰｼﾞ近似色※CL3795C ALｶﾊﾞｰﾄﾞｷｬﾒﾙ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

目地近似色ｼｬｵｽﾄｰﾝ(寒) CL7201GC ALｽﾕｱﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7202GC ALﾗｽﾃｨｸﾞﾚｰ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7203GC ALﾗｽﾃｨﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7204GC ALﾗｽﾃｨﾌﾞﾙｰ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地色ｼｭﾗﾝｸ16 CL3811C ALｿﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色CL3812C ALｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾘｯﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○740

目地近似色※CL3813C ALﾌｧﾝｼｰﾌﾞﾗｳﾝ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

目地近似色※CL3814C ALﾌｧﾝｼｰﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

目地近似色ｽｸﾗﾑﾗｲﾝ(休) CL4681C ALﾏﾀﾞﾚﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

目地近似色CL4682C ALｱﾑｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

目地色CL4684C ALｱﾑｰﾙｵｰｶｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

目地近似色CL4685C ALﾌｨｯﾄｸﾞﾚｰｼﾞｭ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

表面近似色※ｿﾃｨｰﾚ16 CL3401C ALｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面近似色CL3402C ALｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面色※CL3404C ALｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面色※CL3405C ALﾊｰﾍﾞｽﾄｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

目地ｲﾒｰｼﾞ色ﾃﾞｭﾌﾟﾚ CL3891C ALﾃﾞｨｽｶﾞｲｽﾞﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面ｲﾒｰｼﾞ色CL3894C ALﾌﾗｯｼｭｸﾞﾚｰ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

ｲﾒｰｼﾞ色CL3895C ALﾌﾗｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾌﾟﾗﾁﾅﾎﾜｲﾄ ○ ○C83

目地色CL3897C ALﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地色CL3898C(寒) ALﾘﾋﾟｰﾄｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

ｲﾒｰｼﾞ色ﾃﾞﾙｶﾞﾄﾞ(寒) CL7211GC ALﾊﾞﾗﾝｽﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

23（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水ﾊﾟﾜｰｺｰﾄ16
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾃﾞﾙｶﾞﾄﾞ(寒) CL7212GC ALｴｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7213GC ALﾎﾞﾇｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7214GC ALｼｪｰﾙﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌﾘｰｾﾞ(寒) CL7221GC ALﾌｨﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7222GC ALﾌｨﾄﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7223GC ALﾌｨﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ Mﾗﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○763

目地近似色CL7224GC ALﾌｨﾄﾞﾙﾌﾞﾗｯｸ ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

表面色ﾌﾞﾘｯｻ(寒)(休) CL3931C ALﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色CL3933C ALﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色CL3934C ALｸﾞﾚｲｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面色CL3937C ALｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色CL3938C ALﾌﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

表面色CL3939C ALﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面色ﾓﾀﾞﾝｽﾄﾗｲﾌﾟ16 CL39210GC(寒) ALﾛｾﾞﾚｯﾄﾞ ｳﾞｪﾈｼｱﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○M31

表面色CL39211GC(寒) ALﾜｻﾋﾞｸﾞﾘｰﾝ ｼｰﾓｽｸﾞﾘｰﾝ ○ ○N39

表面色CL3921GC ALﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色CL3926GC ALｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面色CL3927GC ALｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色CL3928GC ALｱｲﾎﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

目地色ﾗﾃｨｰﾅ(寒) CL7191GC ALﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色CL7192GC ALｴｰﾙｸﾞﾚｰ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

目地近似色CL7193GC ALﾌﾞﾘｴｸﾞﾚｰ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

ｲﾒｰｼﾞ近似色CL7194GC ALｼｪｰﾙﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

ｲﾒｰｼﾞ色※板木目16 CL3801C ALﾎﾞﾜﾎﾜｲﾄ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地近似色※CL3802C ALﾎﾞﾜｸﾞﾘｰﾝ ｴｽｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○266

ｲﾒｰｼﾞ色※　CL3803C ALﾎﾞﾜﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57

ｲﾒｰｼﾞ近似色※CL3804C ALﾎﾞﾜﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

目地近似色CL3805C ALﾎﾞﾜﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333

表面近似色梨地16(寒) CL44810C(受) ALｵｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾐﾙｷｰｺｺｱ ○ ○687

表面色CL44811C(受) ALｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

CL44812C(受) ALﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

表面色CL44813C(受) ALﾜｻﾋﾞｸﾞﾘｰﾝ ｼｰﾓｽｸﾞﾘｰﾝ ○ ○N39

表面色CL44814C(受) ALﾌｫﾚｽﾄｲｴﾛｰ ﾎﾟｰﾘﾝｲｴﾛｰ ○ ×J99

表面近似色CL44815C(受) ALｼﾀﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

表面色CL4481C ALｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色CL4482C ALｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色CL4483C(受) ALﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色CL4484C(受) ALﾏｯｯﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

表面色※CL4485C(受) ALﾊｰﾍﾞｽﾄｲｴﾛｰ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

表面色CL4486C(受) ALｸﾘｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面色CL4487C(受) ALﾌﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

表面近似色CL4488C(受) ALｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

CL4489C(受) ALｽﾃｨﾙﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水ﾊﾟﾜｰｺｰﾄ18

24（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　　※：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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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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水ﾊﾟﾜｰｺｰﾄ18
表面近似色※よろい調 CL5101C ALｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ14広幅
梨地広幅(寒) RZ1360C 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装 000

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ16
梨地16(寒) CS4480C 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装 000

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ18
よろい調 RZ5100C 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装 000

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ16 ｾﾗﾄﾋﾟｱ
ｲﾒｰｼﾞ色ｱｾｯﾂII NH4771A QFｱｾｯﾂﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4772A QFｱｾｯﾂﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

ｲﾒｰｼﾞ色NH4773A QFｱｾｯﾂﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4774A QFｱｾｯﾂﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ ○ ○033

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｸﾞﾗｰﾄII NH4781A QFｸﾞﾗｰﾄﾁﾀﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4783A QFｸﾞﾗｰﾄﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4784A QFｸﾞﾗｰﾄﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｲﾀｲﾙ ○ ○152

ｲﾒｰｼﾞ色NH4785A QFｸﾞﾗｰﾄﾁﾀﾝﾏﾙﾁﾌﾞﾗｯｸ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

ｲﾒｰｼﾞ色NH4786A QFｸﾞﾗｰﾄﾁﾀﾝﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4787A QFｸﾞﾗｰﾄﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

表面ｲﾒｰｼﾞ色ｼﾞｪﾝﾏII NH4761A QFｼﾞｪﾝﾏﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4762A QFｼﾞｪﾝﾏﾁﾀﾝﾀﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH4763A QFｼﾞｪﾝﾏﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｲﾀｲﾙ ○ ○152

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾎﾟﾘｯｼｭｽﾄｰﾝII NH4711A QFﾎﾟﾘｯｼｭﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH4712A QFﾎﾟﾘｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH4713A QFﾎﾟﾘｯｼｭﾁﾀﾝｵｰｶｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚﾏｰﾚII NH4801A QFﾚﾏｰﾚﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH4802A QFﾚﾏｰﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾀｳﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○079

ｲﾒｰｼﾞ色NH4803A QFﾚﾏｰﾚﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
表面近似色ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ NH5721U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色NH5722U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色NH5723U QFｼﾙﾊﾞｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面色NH5724U QFﾐｯﾄﾞﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ ○ ○033

表面色NH5725U QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色NH5726U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色NH5727U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色ｴｸﾗｽ NH5401A QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色NH5402A QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色NH5403A QFｵｲｽﾀｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

表面近似色NH5404A QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色ｶﾙﾅｯｸ18 NH5501A QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NH5501K QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色NH5502A QFｽﾛｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面近似色NH5502K QFｽﾛｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

25（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
表面近似色ｶﾙﾅｯｸ18 NH5503A QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色NH5503K QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色NH5504A QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色NH5504K QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色NH5505A QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色NH5505K QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色ｷｬｽﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ18 NH56113K QFｽﾛｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面色NH56115K QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色NH56116K QFﾌｫﾚｽﾄﾁﾀﾝｲｴﾛｰ ﾎﾟｰﾘﾝｲｴﾛｰ ○ ×J99

表面近似色NH5611K QFﾆｭｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

目地近似色ｸﾞﾗﾌｽﾄｰﾝ NH5134U QFﾚｰﾍﾞﾝﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地色NH5135U QFｻﾘｰﾙﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

目地近似色※NH5136U QFﾌﾞﾚｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾒｵｸﾞﾚｰｼﾞｭ ○ ○086

目地近似色NH5137U QFｺﾝﾌｫｰﾄﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地色ｼｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ18 NH5561A QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地色NH5561K QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色NH5562A QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝｵｰｶｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ色NH5562K QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝｵｰｶｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5563A QFﾃﾝﾀﾞﾘｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｱｸｱﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○371

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5563K QFﾃﾝﾀﾞﾘｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｱｸｱﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○371

ｲﾒｰｼﾞ色NH5564A QFﾃﾝﾀﾞﾘｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

ｲﾒｰｼﾞ色NH5564K QFﾃﾝﾀﾞﾘｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

目地色ﾃﾞｨﾚｸﾄｰﾝ18 NH5451A QFﾌｧｲﾝﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地色NH5451K QFﾌｧｲﾝﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地色NH5455A QFﾙｰﾁｪﾁﾀﾝｼﾙﾊﾞｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

目地色NH5455K QFﾙｰﾁｪﾁﾀﾝｼﾙﾊﾞｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5456A QFﾚｰﾍﾞﾝﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5456K QFﾚｰﾍﾞﾝﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地近似色NH5457A QFﾙｰﾁｪﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

目地近似色NH5457K QFﾙｰﾁｪﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

目地近似色　ﾄﾘﾆﾃｨｽﾄｰﾝ NH5211A QFｸﾗﾌﾄﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地色　NH5212A QFﾕｰｽﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

ｲﾒｰｼﾞ色　NH5213A QFｷﾙﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Kﾍﾞｰﾈﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○754

ｲﾒｰｼﾞ色ﾅﾁｭﾗﾙﾚﾝｶﾞ18 NH5575U QFﾊｲﾄﾞﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色NH5576U QFﾒﾙﾃｨﾁﾀﾝﾋﾟﾝｸ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色ﾆﾃｨ18 NH5621K QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NH5622K QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色NH5623K QFｵｲｽﾀｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

表面近似色NH5624K QFﾀﾞｰｸﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

表面色ﾆｭｰﾘｯｼﾞｳｪｰﾌﾞ18 NH5551A QFｸﾛｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色NH5551K QFｸﾛｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH5552A QFｸﾛｽﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH5552K QFｸﾛｽﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH5553A QFｸﾛｽﾁﾀﾝｲｴﾛｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

26（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾆｭｰﾘｯｼﾞｳｪｰﾌﾞ18 NH5553K QFｸﾛｽﾁﾀﾝｲｴﾛｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5554A QFﾊﾟｳﾛﾆｱﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5554K QFﾊﾟｳﾛﾆｱﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

ｲﾒｰｼﾞ色NH5555A QFｼｴﾛﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ色NH5555K QFｼｴﾛﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NH5556A QFｼｴﾛﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

表面色NH5556K QFｼｴﾛﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

ｲﾒｰｼﾞ色ﾆｭｰﾚｲﾔｰﾚﾘｰﾌ18 NH5541A QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Gﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○064

ｲﾒｰｼﾞ色NH5541K QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Gﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○064

目地色NH5542A QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

目地色NH5542K QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5543A QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝｵｰｶｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5543K QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝｵｰｶｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ色NH5545A QFｶﾚﾝﾄﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMｱｳﾘｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○D87

ｲﾒｰｼﾞ色NH5545K QFｶﾚﾝﾄﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMｱｳﾘｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○D87

ｲﾒｰｼﾞ色NH5546A QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色NH5546K QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色NH5547A QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｺｺﾅﾂﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D01

ｲﾒｰｼﾞ色NH5547K QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｺｺﾅﾂﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D01

ｲﾒｰｼﾞ色ﾊｰﾓﾚｲﾄﾞ NH5201K QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色NH5201U QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地色NH5202K QFｺﾝﾌｫｰﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

目地色NH5202U QFｺﾝﾌｫｰﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

目地近似色NH5203K QFｺﾝﾌｫｰﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

目地近似色※NH5203U QFｺﾝﾌｫｰﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

目地近似色NH5204K QFﾌﾞﾘｭﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地近似色NH5204U QFﾌﾞﾘｭﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色ﾊﾞﾚﾙｳｯﾄﾞ18 NH5592K QFｻﾘｰﾙﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾝﾊﾞｰ ○ ○441

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5593K QFﾊﾞﾝﾄﾞｿｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92

表面色NH5594K QFｵﾋﾞﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

表面色NH5595K QFﾊﾞﾝﾀﾞﾁﾀﾝｸﾞﾘｰﾝ ｼｰﾓｽｸﾞﾘｰﾝ ○ ○N39

表面色NH5597K QFｵﾋﾞﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

表面色ﾌｨｵｯﾄ18 NH56310A QFｼﾙｸﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面色NH56310K QFｼﾙｸﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面色NH56311A QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色NH56311K QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色NH56312A QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色NH56312K QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色NH5631A QFﾆｭｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

表面近似色NH5631K QFﾆｭｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

表面色NH5632A QFﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色NH5632K QFﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色NH5633A QFﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色NH5633K QFﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

27（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
表面近似色ﾌｨｵｯﾄ18 NH5636A QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色NH5636K QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色NH5637A QFﾌﾘｰﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

表面近似色NH5637K QFﾌﾘｰﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

表面近似色NH5638A QFｺｺｱﾁﾀﾝｵｰｶｰ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321

表面近似色NH5638K QFｺｺｱﾁﾀﾝｵｰｶｰ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321

表面色NH5639A QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色NH5639K QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色ﾎﾙﾑ18 NH5601K QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色NH5602K QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色NH5603K QFﾛｾﾞﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ ｳﾞｪﾈｼｱﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○M31

表面色NH5604K QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ色ﾏﾚｽﾄｰﾝ18 NH5461K QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色NH5461U QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5462K QFﾙｯｿﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5462U QFﾙｯｿﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64

目地色NH5463K QFﾙｯｿﾁﾀﾝｲｴﾛｰ Nﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ×743

目地色NH5463U QFﾙｯｿﾁﾀﾝｲｴﾛｰ Nﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ×743

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5464K QFﾃﾝﾎﾟﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5464U QFﾃﾝﾎﾟﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5465K QFﾌﾞﾘｭﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5465U QFﾌﾞﾘｭﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5466K QFｻﾌﾟﾙﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○524

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5466U QFｻﾌﾟﾙﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○524

ｲﾒｰｼﾞ色NH5467K QFﾕｰｽﾁﾀﾝﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

ｲﾒｰｼﾞ色NH5467U QFﾕｰｽﾁﾀﾝﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

表面色ﾓﾀﾞﾝｽﾘｯﾄ18 NH54410A QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色NH54410K QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色NH5441A QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NH5441K QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NH5445A QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色NH5445K QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色NH5447A QFｼﾙｸﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面近似色NH5447K QFｼﾙｸﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面近似色NH5449A QFﾀﾞｰｸﾛｰｽﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

表面近似色NH5449K QFﾀﾞｰｸﾛｰｽﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

表面色ﾗｳﾝﾄﾞｳｪｰﾌﾞ NH5125K QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NH5126K QFｼﾙｸﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面色NH5127K QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色NH5128K QFﾏｯﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

表面色ﾚｽﾃｨ NH5231U QFﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色NH5232U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色NH5233U QFﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色NH5234U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

28（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
ｲﾒｰｼﾞ色※寄木調18 NH5153U QFｸﾗﾌﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

目地近似色NH5154U QFｸﾞﾚｲﾌﾞﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

目地近似色NH5155U QFｶﾚﾝﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○890

目地近似色NH5156U QFｿﾌﾟﾗﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面色焼杉調 深炭(ﾌｶｽﾞﾐ) NH5481U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面色焼杉調 浅炭(ｱｻｽﾞﾐ) NH5491U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18 ARTIER ｱﾙﾃｨｴ ｸﾞﾗｵﾌﾌﾟﾘﾝﾄ塗装
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱｰﾊﾞﾝｼﾀﾞｰ18 NH5531U QFﾐｰﾃﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5532U QFﾐｰﾃﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ﾌｫｸｼｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○R03

ｲﾒｰｼﾞ近似色※NH5533U QFﾐｰﾃﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾒﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○408

ｲﾒｰｼﾞ近似色※NH5534U QFﾐｰﾃﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5535U QFﾐｰﾃﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾌﾞﾗｳﾝM ○ ○051

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｵｰﾊﾞﾙｽﾄｰﾝ NH5701U QFｵﾋﾟﾘﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5702U QFｵﾋﾟﾘﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

ｲﾒｰｼﾞ色NH5703U QFｵﾋﾟﾘﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5704U QFｵﾋﾟﾘﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ色ﾄﾞﾛﾜﾀｲﾙ18 NH5581U QFﾐｯｻﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱﾙﾍﾟﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○F97

ｲﾒｰｼﾞ色NH5582U QFﾐｯｻﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾂｰﾄﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○085

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5583U QFﾐｯｻﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5584U QFﾐｯｻﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ色ﾅﾁｭﾗﾙﾚﾝｶﾞ18 NH5571U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地色NH5572U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝｲｴﾛｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地近似色NH5573U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地色NH5574U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

目地近似色ﾌｧｰﾌﾞｽﾄｰﾝ NH5711U QFｶﾉﾝﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色NH5712U QFｶﾉﾝﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

ｲﾒｰｼﾞ色NH5713U QFｶﾉﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5714U QFｶﾉﾝﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5715U QFｶﾉﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

目地色ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ18 NH5521U QFﾍﾞｰﾗﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

目地色※NH5522U QFﾍﾞｰﾗﾁﾀﾝｲｴﾛｰ ﾌｫｰﾏﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○137

目地近似色NH5523U QFﾍﾞｰﾗﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

目地近似色NH5524U QFﾍﾞｰﾗﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｵﾚﾝｼﾞ KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

目地近似色※NH5525U QFﾍﾞｰﾗﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18 ARTIER ｱﾙﾃｨｴ ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ塗装
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｶﾞｰﾗﾝﾄﾞﾀｲﾙ NH5281U ｸﾞﾚｲｽﾞﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5282U ｸﾞﾚｲｽﾞﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

ｲﾒｰｼﾞ近似色※NH5283U ｸﾞﾚｲｽﾞﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○890

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5284U ｸﾞﾚｲｽﾞﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135

ｲﾒｰｼﾞ色ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ NH5271U ｴﾋﾟｶﾁﾀﾝｸﾞﾘｰﾝ ﾌﾞﾗｳﾝM ○ ○051

ｲﾒｰｼﾞ色NH5272U ｴﾋﾟｶﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼﾞ ○ ○J73

表面近似色NH5273U ｴﾋﾟｶﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾌｫｸｼｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○R03

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5274U ｴﾋﾟｶﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｾﾌｨﾛｳｯﾄﾞ18 NH54710U ﾌｪｲﾝﾄﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

29（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18 ARTIER ｱﾙﾃｨｴ ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ塗装
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｾﾌｨﾛｳｯﾄﾞ18 NH54711U ﾌｪｲﾝﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH54712U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5475U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝｵｰｸ ｷｬﾒﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○408

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5476U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝｳｫﾙﾅｯﾄ Nﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B16

ｲﾒｰｼﾞ色NH5477U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝｵﾘｰﾌﾞ ｱﾍﾞﾆｭｰｵﾘｰﾌﾞ ○ ×Q18

ｲﾒｰｼﾞ色NH5478U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝｽﾓｰｸ ﾐｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○382

ｲﾒｰｼﾞ色NH5479U ﾄ-ﾝﾁﾀﾝﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌｫｸｼｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○R03

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾋﾞｰﾝｽﾞﾀｲﾙ18 NH5511U ｸﾞﾗｯｼｰﾁﾀﾝｵｰｶｰ ﾋﾋﾞｷｵｰｶｰ ○ ○522

目地近似色NH5512U ｸﾞﾗｯｼｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nﾏｲｽﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○856

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH5513U ｸﾞﾗｯｼｰﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗｼﾞｳｯﾄﾞ NH5291U ﾄｰﾝﾁﾀﾝﾅﾁｭﾗﾙ ﾋﾋﾞｷｵｰｶｰ ○ ○522

ｲﾒｰｼﾞ色NH5292U ﾄｰﾝﾁﾀﾝｷｬﾒﾙ ﾒｲﾌﾟﾙｵｰｶｰ ○ ×673

表面色NH5293U ﾄｰﾝﾁﾀﾝﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌｫｸｼｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○R03

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5294U ﾄｰﾝﾁﾀﾝﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Nﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B16

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5295U ﾄｰﾝﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞ Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

ｲﾒｰｼﾞ色NH5296U ﾄｰﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ色ﾗﾌｼｪｲｸ NH5431U ﾐﾙﾄﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756

ｲﾒｰｼﾞ色NH5432U ﾐﾙﾄﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Mｿｳﾊﾞｰｲｴﾛｰ ○ ○882

ｲﾒｰｼﾞ色NH5433U ﾐﾙﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5434U ﾐﾙﾄﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5435U ｼｰﾝﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5436U ｼｰﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18 ｾﾗﾄﾋﾟｱ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｳｯﾄﾞﾗｯﾌﾟ NH5421A QFｳｯﾄﾞﾁﾀﾝﾅﾁｭﾗﾙ Nﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ×743

NH5422A QFｳｯﾄﾞﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5423A QFｳｯﾄﾞﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾂｰﾄﾝｱﾝﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○310

ｲﾒｰｼﾞ色NH5424A QFｳｯﾄﾞﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○073

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｴｽﾄﾚﾓｳｯﾄﾞ18 NH5771A QFｴｽﾄﾚﾓﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211

ｲﾒｰｼﾞ色※NH5772A QFｴｽﾄﾚﾓﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ Mﾉｰﾌﾞﾙﾛｯｿ ○ ○760

ｲﾒｰｼﾞ色NH5773A QFｴｽﾄﾚﾓﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

ｲﾒｰｼﾞ色NH5774A QFｴｽﾄﾚﾓﾁﾀﾝﾏﾎｶﾞﾆｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5775A QFｴｽﾄﾚﾓﾁﾀﾝｵｰｸ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

目地ｲﾒｰｼﾞ色ｶﾝﾋﾞｵ18 NH5651A QFｶﾝﾋﾞｵﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

目地色NH5652A QFｶﾝﾋﾞｵﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nｱﾙﾍﾟﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○F97

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5653A QFｶﾝﾋﾞｵﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○017

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5654A QFｶﾝﾋﾞｵﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ ﾂｰﾄﾝｱﾝﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○310

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5655A QFｶﾝﾋﾞｵﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ｺﾝﾄﾗｽﾄﾎﾞｰﾀﾞｰ18 NH5741A QFｺﾝﾄﾗｽﾄﾁﾀﾝｽﾄｰﾝ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5742A QFｺﾝﾄﾗｽﾄﾁﾀﾝｺﾝｸﾘｰﾄ ｳｲﾝｻﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○003

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5743A QFｺﾝﾄﾗｽﾄﾁﾀﾝｱｰｽ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH5744A QFｺﾝﾄﾗｽﾄﾁﾀﾝｳｯﾄﾞ ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5745A QFｺﾝﾄﾗｽﾄﾁﾀﾝﾃﾗｺｯﾀ ﾋﾞｽﾀﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○842

表面ｲﾒｰｼﾞ色NH5746A QFｺﾝﾄﾗｽﾄﾁﾀﾝｱｲﾛﾝ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地色ｼｬﾄﾚｰﾌﾞﾘｯｸ18 NH5671A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

30（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18 ｾﾗﾄﾋﾟｱ
表面ｲﾒｰｼﾞ色ｼｬﾄﾚｰﾌﾞﾘｯｸ18 NH5671A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｸｵｰﾂﾋﾟﾝｸ ○ ○D07

目地近似色NH5672A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

NH5673A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

目地近似色NH5673A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ ○ ○033

目地近似色NH5674A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

NH5674A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｽﾄﾗｰﾀ18 NH5661A QFｽﾄﾗｰﾀﾁﾀﾝﾋﾞｱﾝｺ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5662A QFｽﾄﾗｰﾀﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5663A QFｽﾄﾗｰﾀﾁﾀﾝﾚｲﾔｰ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5665A QFｽﾄﾗｰﾀﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

ｲﾒｰｼﾞ色NH5666A QFｽﾄﾗｰﾀﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Aﾊﾟｰﾙ ○ ○083

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾆｭｰｲﾝﾌﾟﾚｰｽ18 NH5641A QFｲﾝﾌﾟﾚｰｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71

ｲﾒｰｼﾞ色NH5642A QFｲﾝﾌﾟﾚｰｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

ｲﾒｰｼﾞ色NH5643A QFｲﾝﾌﾟﾚｰｽﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｲﾀｲﾙ ○ ○152

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌｧｻｰﾄﾞｽﾄｰﾝ18 NH5731A QFﾌｧｻｰﾄﾞﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌﾚﾝﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○190

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5732A QFﾌｧﾞｰﾄﾞﾁﾀﾝｵｰｶｰ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5733A QFﾌｧｻｰﾄﾞﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｲﾙﾄﾞﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○169

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌﾞﾙﾚｳｯﾄﾞ18 NH5685A QFﾌﾞﾙﾚﾁﾀﾝｱｯｼｭ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5686A QFﾌﾞﾙﾚﾁﾀﾝｱﾝﾊﾞｰ Mﾉｰﾌﾞﾙﾛｯｿ ○ ○760

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5687A QFﾌﾞﾙﾚﾁﾀﾝﾌﾟﾚｰﾝ ﾕｰﾛﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○474

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5689A QFﾌﾞﾙﾚﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾂｰﾄﾝｱﾝﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○310

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾐﾙﾌｨｰﾀｲﾙ18 NH5751A QFﾐﾙﾌｨｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱﾙﾍﾟﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○F97

ｲﾒｰｼﾞ色NH5752A QFﾐﾙﾌｨｰﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｴﾚｶﾞﾝﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○466

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5753A QFﾐﾙﾌｨｰﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ﾋﾞｽﾀﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○842

ｲﾒｰｼﾞ色NH5754A QFﾐﾙﾌｨｰﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

ｲﾒｰｼﾞ色木枠ｺﾝｸﾘｰﾄ調18 NH5761A QF木枠ﾁﾀﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰ KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5762A NQF木枠ﾁﾀﾝｳｫｰﾑｸﾞﾚｰ ﾓｶGCS ○ ○081

ｲﾒｰｼﾞ色NH5763A QF木枠ﾁﾀﾝﾐﾄﾞﾙｸﾞﾚｰ Sｸﾞﾚｰ ○ ○097

ｲﾒｰｼﾞ近似色NH5764A NQF木枠ﾁﾀﾝｳｯﾄﾞｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

ﾈｵﾛｯｸ･親水16
表面近似色ｱｳﾏｰﾙｳｯﾄﾞ NW4541A MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色NW4542A MWﾀﾞｰｸﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

表面近似色NW4543A MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面色ｷｬｽﾄｽﾄﾗｲﾌﾟ NW3121U MWﾆｭｰﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

表面近似色NW3124U MWｽﾏｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

表面近似色NW3126U MWｽﾛｰｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

目地近似色ｼｯｸﾎﾞｰﾀﾞｰ NW3841A MWﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色NW3841K MWﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色NW3842A MWｶｰﾗｵﾚﾝｼﾞ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

表面近似色NW3842K MWｶｰﾗｵﾚﾝｼﾞ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ｲﾒｰｼﾞ色NW3843A MWｿｰﾌﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｱｸｱﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○371

ｲﾒｰｼﾞ色NW3843K MWｿｰﾌﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｱｸｱﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○371

ｲﾒｰｼﾞ近似色NW3844A MWｶｰﾗﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ｲﾒｰｼﾞ近似色NW3844K MWｶｰﾗﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

31（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾈｵﾛｯｸ･親水16
表面近似色ｼｭﾄﾗｰﾙ(寒) NW43410A MWｽﾏｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

表面色NW4341A MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NW4342A MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色NW4343A MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色NW4344A MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面色NW4346A MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色NW4347A MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色NW4349A MWﾍﾟｰﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

表面色ｾﾌｨﾛｳｯﾄﾞ NW4051K MWﾌﾞﾘｭﾚｱｲﾎﾞﾘｰ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

表面色NW4051U MWﾌﾞﾘｭﾚｱｲﾎﾞﾘｰ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

表面近似色NW4053K MWﾌﾞﾘｭﾚﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

表面近似色NW4053U MWﾌﾞﾘｭﾚﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

表面近似色NW4054K MWﾌﾞﾘｭﾚﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色NW4054U MWﾌﾞﾘｭﾚﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ近似色NW4055K MWﾌﾞﾘｭﾚｵﾚﾝｼﾞ ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼﾞ ○ ○J73

ｲﾒｰｼﾞ近似色NW4055U MWﾌﾞﾘｭﾚｵﾚﾝｼﾞ ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼﾞ ○ ○J73

表面色ﾃﾞｨﾚｸﾄｰﾝ NW3641A MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NW3641K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NW3642A MWｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面色NW3642K MWｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面近似色NW3643A MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色NW3643K MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色NW3644A MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色NW3644K MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色NW3645A MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色NW3645K MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色ﾄﾞﾛﾜﾀｲﾙ NW4521A MWﾌﾞﾘｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

表面色NW4522A MWﾌﾞﾘｯｸｲｴﾛｰ ﾐﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ○ ○547

表面近似色NW4523A MWﾌﾞﾘｯｸｵﾚﾝｼﾞ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾝﾊﾞｰ ○ ○441

表面近似色NW4524A MWﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｯｸ KMｺｺﾅﾂﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D01

目地近似色ﾅﾁｭﾗﾙﾚﾝｶﾞ NW3832A MWｴｰﾃﾞﾙｲｴﾛｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

目地近似色NW3832K MWｴｰﾃﾞﾙｲｴﾛｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

目地近似色NW3833A MWｴｰﾃﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

目地近似色NW3833K MWｴｰﾃﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

目地近似色NW3835A MWﾊﾟｯｹﾝﾚｯﾄﾞ Nﾏｲｽﾀｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○722

目地近似色NW3835K MWﾊﾟｯｹﾝﾚｯﾄﾞ Nﾏｲｽﾀｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○722

ｲﾒｰｼﾞ近似色※NW3836A MWﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

ｲﾒｰｼﾞ近似色※NW3836K MWﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色ﾆﾃｨ NW4951U MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NW4952U MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色NW4953U MWｵｲｽﾀｰｸﾞﾚｰ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

表面近似色NW4954U MWﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾆｭｰｽﾘﾑｽﾄｰﾝ NW46910A MWｸﾛｰｽﾞﾌﾞﾗｯｸ KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92

ｲﾒｰｼﾞ近似色NW46910K MWｸﾛｰｽﾞﾌﾞﾗｯｸ KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92

32（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾈｵﾛｯｸ･親水16
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾆｭｰｽﾘﾑｽﾄｰﾝ NW4691A MWｸﾛｰｽﾞﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ近似色NW4691K MWｸﾛｰｽﾞﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地色※NW4694A MWｸﾛｰｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

目地色※NW4694K MWｸﾛｰｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

ｲﾒｰｼﾞ色※NW4696A MWﾊｲﾄﾞｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

ｲﾒｰｼﾞ色NW4696K MWﾊｲﾄﾞｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

目地近似色NW4697A MWﾌﾛｰﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○K26

目地近似色NW4697K MWﾌﾛｰﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○K26

表面近似色※NW4698A MWｻﾄﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾐｰﾋﾟﾝｸ ○ ○M87

表面近似色※NW4698K MWｻﾄﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾐｰﾋﾟﾝｸ ○ ○M87

ｲﾒｰｼﾞ近似色NW4699A MWﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

ｲﾒｰｼﾞ近似色NW4699K MWﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面色ﾆｭｰﾘｯｼﾞｳｪｰﾌﾞ NW4531A MWﾋﾞﾊﾞﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色NW4531K MWﾋﾞﾊﾞﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面近似色NW4532A MWﾋﾞﾊﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

表面近似色NW4532K MWﾋﾞﾊﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

表面ｲﾒｰｼﾞ色NW4533A MWﾋﾞﾊﾞｲｴﾛｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面ｲﾒｰｼﾞ色NW4533K MWﾋﾞﾊﾞｲｴﾛｰ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面ｲﾒｰｼﾞ色NW4534A MWﾋﾞﾊﾞﾌﾞﾗｳﾝ Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

表面ｲﾒｰｼﾞ色NW4534K MWﾋﾞﾊﾞﾌﾞﾗｳﾝ Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

目地近似色ﾆｭｰﾚｲﾔｰﾚﾘｰﾌ(寒) NW3852A MWﾚｰﾍﾞﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

ｲﾒｰｼﾞ色NW3855A MWｶｰﾗｱｲﾎﾞﾘｰ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

ｲﾒｰｼﾞ近似色　NW3856A MWﾌｧｰﾛﾌﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

ｲﾒｰｼﾞ色NW3857A MWﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色ﾌｨｵｯﾄ NW3751A MWﾆｭｰﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

表面色NW3751K MWﾆｭｰﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

表面色NW3752A MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色NW3752K MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色NW3753A MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色NW3753K MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色NW3755A MWﾌﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ○ ○547

表面近似色NW3755K MWﾌﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ○ ○547

表面色NW3756A MWｺｺｱｵｰｶｰ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321

表面色NW3756K MWｺｺｱｵｰｶｰ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321

表面近似色NW3757A MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色NW3757K MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色ﾓﾀﾞﾝｽﾘｯﾄ(寒) NW39810A MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面色NW3981A MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色NW3985A MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色NW3987A MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面色NW3989A MWﾀﾞｰｸﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

目地色ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ NW4671U MWﾌｧｰﾑﾎﾜｲﾄ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

目地色NW4672U MWﾃﾝﾀﾞｰｲｴﾛｰ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

目地近似色NW4673U MWﾃﾝﾀﾞｰｸﾞﾚｰ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

33（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　　※：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！

年 号2022 6月
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オートンサイディングシーラント対応表
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色  
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ﾈｵﾛｯｸ･親水16
目地色ﾚｸﾀﾝｸﾞﾙ NW4674U MWﾗｽﾃｨｵﾚﾝｼﾞ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16
目地近似色ｵｰﾌｪﾝﾌﾞﾘｯｸFT FH7151A QFﾘｱﾝﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地近似色FH7152A QFﾘｱﾝﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地色FH7153A QFﾘｱﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

目地色FH7154A QFﾘｱﾝﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面色ｶﾙﾃﾞﾅFT FH7181U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色FH7182U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色FH7183U QFﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色FH7184U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色ｼｭﾄﾗｰﾙFT FH7171U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色FH7172U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色FH7173U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色FH7174U QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色ｽｸﾚﾌﾗｯﾄFT FH7281A QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色FH7282A QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色FH7283A QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面色ｽﾄﾗｲﾌﾟ10FT FH7161U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色FH7162U QFﾀﾞｽｷｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

表面色FH7163U QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面色FH7164U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝFT FH4885U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色FH4886U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色FH4887U QFｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色FH4888U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

目地近似色ﾃｨｴｰﾙﾀｲﾙFT FH7141A QFｾﾘｵﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地近似色FH7142A QFｾﾘｵﾁﾀﾝｲｴﾛｰ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地近似色FH7143A QFｾﾘｵﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

目地近似色FH7144A QFｾﾘｵﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ｲﾒｰｼﾞ色ﾆｭｰｽﾘﾑｽﾄｰﾝFT FH4865U QFｸﾛｰｽﾞﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH4866U QFﾌﾛｰﾗﾙﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○K26

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH4867U QFﾊｲﾄﾞﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

目地近似色FH4868U QFｸﾛｰｽﾞﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

ｲﾒｰｼﾞ色ﾆｭｰﾚｲﾔｰﾚﾘｰﾌＦT FH4851U QFﾏｰﾁﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色FH4852U QFｶﾚﾝﾄﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMｱｳﾘｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○D87

目地色FH4853U QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

ｲﾒｰｼﾞ色FH4854U QFﾊﾟﾙﾌｪﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｺｺﾅﾂﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D01

表面近似色ﾌｨｵｯﾄFT FH4895U QFﾆｭｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

表面近似色FH4896U QFﾐﾙｷｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色FH4897U QFﾍﾞﾋﾞｰﾁﾀﾝｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色FH4898U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16 ARTIER　ｱﾙﾃｨｴ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱｸﾗﾃFT FH7131U QFﾐｭﾘﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色FH7132U QFﾐｭﾘﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

34（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16 ARTIER　ｱﾙﾃｨｴ
ｲﾒｰｼﾞ色ｱｸﾗﾃFT FH7133U QFﾐｭﾘﾁﾀﾝﾌﾞﾙｰ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ｲﾒｰｼﾞ色FH7134U QFﾐｭﾘﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

目地色ｵﾀｰｼﾞｭFT FH4901U QFﾓﾙﾋﾞﾄﾞﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾌｫｰﾏﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○137

目地近似色FH4902U QFﾓﾙﾋﾞﾄﾞﾁﾀﾝｵｰｶｰ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

目地近似色FH4903U QFﾓﾙﾋﾞﾄﾞﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○890

目地近似色FH4904U QFﾓﾙﾋﾞﾄﾞﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｲﾙﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ×030

ｲﾒｰｼﾞ色ﾄﾞﾛﾜﾀｲﾙFT FH4935U QFミｯｻﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱﾙﾍﾟﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○F97

ｲﾒｰｼﾞ色FH4936U QFミｯｻﾁﾀﾝﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾂｰﾄﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○085

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH4937U QFミｯｻﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH4938U QFミｯｻﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ色ﾅﾁｭﾗﾙﾚﾝｶﾞFT FH4925U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色FH4926U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝｲｴﾛｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色FH4927U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

目地色FH4928U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾘｯｼﾞｳｪｰﾌﾞFT FH4911U QFﾗｳﾄﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

目地近似色FH4912U QFﾗｳﾄﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

目地色FH4913U QFﾗｳﾄﾁﾀﾝｵｰｶｰ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

目地色FH4914U QFﾗｳﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16 ARTIER ｱﾙﾃｨｴ ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ塗装
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｾﾌｨﾛｳｯﾄﾞFT FH4875U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝｵｰｸ ｷｬﾒﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○408

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH4876U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝｳｫﾙﾅｯﾄ Nﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B16

ｲﾒｰｼﾞ色FH4877U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝｵﾘｰﾌﾞ ｱﾍﾞﾆｭｰｵﾘｰﾌﾞ ○ ×Q18

ｲﾒｰｼﾞ色FH4878U ｶﾞｰﾃﾞﾝﾁﾀﾝｽﾓｰｸ ﾐｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○382

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16 ｾﾗﾄﾋﾟｱ
表面ｲﾒｰｼﾞ色ｼﾞｪﾝﾏFT FH7241A QFｼﾞｪﾝﾏﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色FH7242A ﾎQFｼﾞｪﾝﾏﾁﾀﾝﾀﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

表面ｲﾒｰｼﾞ色FH7243A QFｼﾞｪﾝﾏﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｲﾀｲﾙ ○ ○152

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾆｭｰｲﾝﾌﾟﾚｰｽFT FH7251A QFｲﾝﾌﾟﾚｰｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71

ｲﾒｰｼﾞ色FH7252A QFｲﾝﾌﾟﾚｰｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

ｲﾒｰｼﾞ色FH7253A QFｲﾝﾌﾟﾚｰｽﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｲﾀｲﾙ ○ ○152

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌｨｴﾙﾃFT FH7271A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄﾏｰﾌﾞﾙ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

ｲﾒｰｼﾞ色※FH7272A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝｺﾝｸﾘｰﾄ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH7273A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾚｲﾔｰ KMｽﾀﾝﾚｰﾛｰｽﾞ ○ ○B82

ｲﾒｰｼﾞ色※FH7274A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝﾏｰﾌﾞﾙ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH7275A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝｱｲﾛﾝ ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH7276A QFﾌｨｴﾙﾃﾁﾀﾝｺｰﾙﾃﾝ ﾀｰｷｰﾚｯﾄﾞ ○ ×N25

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌﾞﾙﾚｳｯﾄﾞFT FH7261A QFﾌﾞﾙﾚﾁﾀﾝｱｯｼｭ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

ｲﾒｰｼﾞ近似色FH7262A QFﾌﾞﾙﾚﾁﾀﾝﾌﾟﾚｰﾝ ﾕｰﾛﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○474

ｲﾒｰｼﾞ近似色※FH7263A QFﾌﾞﾙﾚﾁﾀﾝｱﾝﾊﾞｰ KMｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○890

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾎﾟﾘｯｼｭｽﾄｰﾝFT FH7231A QFﾎﾟﾘｯｼｭﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色FH7232A QFﾎﾟﾘｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面ｲﾒｰｼﾞ色FH7233A QFﾎﾟﾘｯｼｭﾁﾀﾝｵｰｶｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･親水16

35（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　　※：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！

年 号2022 6月
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ﾌｨﾙﾃｸﾄ･親水16
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱｸﾗﾃFT FW7131U MWﾐｰｸﾞﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地近似色FW7132U MWﾐｰｸﾞﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ ○ ○033

目地近似色FW7133U MWﾐｰｸﾞﾌﾞﾙｰ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ｲﾒｰｼﾞ色FW7134U MWﾐｰｸﾞﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

目地近似色ｵｰﾌｪﾝﾌﾞﾘｯｸFT FW7151A MWﾊﾟｿｽｸﾞﾚｰ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地近似色FW7152A MWﾊﾟｿｽｵﾚﾝｼﾞ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地色FW7153A MWﾊﾟｿｽﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

目地色FW7154A MWﾊﾟｿｽﾚｯﾄﾞ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

目地色ｵﾀｰｼﾞｭFT FW4901U MWｸﾗｼｺｸﾞﾚｰ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

目地色FW4902U MWｸﾗｼｺﾍﾞｰｼﾞｭ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

目地近似色FW4903U MWｸﾗｼｺｵｰｶｰ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

目地色FW4904U MWｸﾗｼｺﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

表面色ｶﾙﾃﾞﾅFT FW7181U MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色FW7182U MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色FW7183U MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色FW7184U MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

表面近似色ｼｭﾄﾗｰﾙFT FW7171U MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色FW7172U MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色FW7173U MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色FW7174U MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色ｽｸﾚﾌﾗｯﾄFT FW7281A MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色FW7282A MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色FW7283A MWﾏｯｸｽﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面色ｽﾄﾗｲﾌﾟ10FT FW7161U MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色FW7162U MWﾀﾞｽｷｰｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227

表面色FW7163U MWｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色FW7164U MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

FW7165U MWﾃﾞｲｼﾞｰｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

FW7166U MWﾚﾃﾞｨｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

FW7167U MWｱｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

表面近似色ｽﾏｯｼｭﾗｲﾝFT FW4881U MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色FW4882U MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色FW4883U MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色FW4884U MWﾏｯｸｽﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面色ｾﾌｨﾛｳｯﾄﾞFT FW4871U MWﾌﾞﾘｭﾚｱｲﾎﾞﾘｰ ﾛｾﾞｯﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○I96

ｲﾒｰｼﾞ近似色FW4872U MWﾌﾞﾘｭﾚｵﾚﾝｼﾞ ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼﾞ ○ ○J73

表面近似色FW4873U MWﾌﾞﾘｭﾚﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

表面近似色FW4874U MWﾌﾞﾘｭﾚﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地近似色ﾃｨｴｰﾙﾀｲﾙFT FW7141A MWﾌｧｰﾛﾌﾎﾜｲﾄ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地近似色FW7142A MWﾌｧｰﾛﾌｲｴﾛｰ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

目地近似色FW7143A MWﾌｧｰﾛﾌﾚｯﾄﾞ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

目地近似色FW7144A MWﾌｧｰﾛﾌﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾄﾞﾛﾜﾀｲﾙFT FW4931U MWﾍﾟｻﾞﾝﾃｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色FW4932U MWﾍﾟｻﾞﾝﾃﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

36（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･親水16
表面近似色ﾄﾞﾛﾜﾀｲﾙFT FW4933U MWﾍﾟｻﾞﾝﾃﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A84

表面色FW4934U MWﾍﾟｻﾞﾝﾃﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地色ﾅﾁｭﾗﾙﾚﾝｶﾞFT FW4921U MWﾃﾈﾙﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地近似色FW4922U MWﾃﾈﾙｵﾚﾝｼﾞ ﾘｯﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○740

目地近似色FW4923U MWﾃﾈﾙｵｰｶｰ ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○499

目地色FW4924U MWﾃﾈﾙﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾆｭｰｽﾘﾑｽﾄｰﾝFT FW4861U MWｸﾛｰｽﾞﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色FW4862U MWﾌﾛｰﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○K26

ｲﾒｰｼﾞ色FW4863U MWﾊｲﾄﾞｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

目地色FW4864U MWｸﾛｰｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

目地近似色ﾆｭｰﾚｲﾔｰﾚﾘｰﾌFT FW4851U MWﾏｰﾁﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色FW4852U MWｶｰﾗｱｲﾎﾞﾘｰ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地近似色FW4853U MWﾚｰﾍﾞﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

ｲﾒｰｼﾞ近似色FW4854U MWｶｰﾗﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面色ﾌｨｵｯﾄFT FW4891U MWﾆｭｰﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

表面色FW4892U MWﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色FW4893U MWﾍﾞﾋﾞｰｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色FW4894U MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾘｯｼﾞｳｪｰﾌﾞFT FW4911U MWﾌﾚｽｺｸﾞﾚｰ ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078

目地近似色FW4912U MWﾌﾚｽｺｵﾚﾝｼﾞ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637

目地近似色FW4913U MWﾌﾚｽｺｵｰｶｰ Kﾍﾞｰﾈﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○754

目地近似色FW4914U MWﾌﾚｽｺﾌﾞﾗｯｸ ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

ﾌｨﾙﾃｸﾄ16
ｽｸﾚﾌﾗｯﾄFT FS7280A 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装 000

次世代外装ﾊﾟﾈﾙ ﾚｼﾞｪｰﾙ
表面色ｶｰﾌﾞｽﾄｰﾝ AH5381U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色AH5382U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色AH5383U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色AH5384U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面近似色AH5385U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色ｸﾘｽﾀﾙｷｭｰﾌﾞ AH5371U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色AH5372U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色AH5373U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色AH5374U QFｽﾃｨﾙﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

表面近似色AH5375U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色ﾄﾘﾑﾛｯｸ AH5351U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色AH5352U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色AH5353U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色AH5354U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色AH5355U QFｽﾛｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面色ﾄﾛｰﾝﾘｯｼﾞ AH5391U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色AH5392U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色AH5393U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色AH5394U QFｽﾛｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

37（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株)

色  
番号

次世代外装ﾊﾟﾈﾙ ﾚｼﾞｪｰﾙ
表面近似色ﾄﾛｰﾝﾘｯｼﾞ AH5395U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色ﾗﾝﾄﾞｳｨｯｼｭ AH5361U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色AH5362U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面色AH5363U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色AH5364U QFｸﾞﾚｲｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面近似色AH5365U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色ﾚｲﾔｰﾌﾞﾛｯｸ AH5411U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色AH5412U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色AH5413U QFﾁｬｺｰﾙﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色AH5414U QFｵｲｽﾀｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾎｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○J49

表面近似色AH5415U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

38（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株) その他部材

色  
番号

ｳｫｰﾙﾗｲﾝ(釘留め専用)
幕板等 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装(ｼｰﾗｰ) 無塗装 000

ｳｫｰﾙﾗｲﾝ･光ｾﾗ(金具留め)
表面近似色幕板等 ｸﾘｱﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｸﾘｱﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色ｻﾃﾝﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｻﾃﾝﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

表面近似色ｻﾃﾝﾁﾀﾝｸﾞﾚｰD ｻﾃﾝﾁﾀﾝｸﾞﾚｰD ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

表面近似色※ｽﾄﾚｰﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸD ｽﾄﾚｰﾄﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸD TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

表面近似色ﾋﾞｽﾀﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾋﾞｽﾀﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ KMｺｺﾅﾂﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D01

表面近似色ﾋﾞｽﾀﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝB ﾋﾞｽﾀﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝB KMｺｺﾅﾂﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D01

表面近似色ﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ ﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ｳｫｰﾙﾗｲﾝ･親水(釘留め専用)
表面近似色幕板等 MWｳｯﾄﾞﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝB MWｳｯﾄﾞﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝB ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333

表面色MWｸﾘｱﾎﾜｲﾄK MWｸﾘｱﾎﾜｲﾄK ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面色MWｸﾞﾚｲｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭN MWｸﾞﾚｲｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭN ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面近似色MWｻﾃﾝｸﾞﾚｰC MWｻﾃﾝｸﾞﾚｰC ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面近似色MWｽﾄﾚｰﾄﾌﾞﾗｯｸC MWｽﾄﾚｰﾄﾌﾞﾗｯｸC Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色MWﾌﾘﾝﾄﾌﾞﾗｳﾝB MWﾌﾘﾝﾄﾌﾞﾗｳﾝB Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｸｧｯﾄﾞ CB
表面近似色ｺﾛﾆｱﾙｸｧｯﾄﾞ CC221P ｺｺﾅｯﾂ･ﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色CC223 ﾒﾛｳ･ｵﾚﾝｼﾞ Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00

CC225P ｼﾙﾊﾞｰ･ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

表面近似色CC226 ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ﾌﾞﾙｰ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色CC235P ｱｲｽ･ｼﾙﾊﾞｰ ｿｳﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×091

表面色CC241 ｳｫﾙﾅｯﾄ･ﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色CC247 ｱｲﾘｯｼｭ･ｸﾞﾘｰﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

CC262 ﾈｵ･ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

表面近似色CC275P ﾊﾟｰﾙ･ｸﾞﾚｲ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面近似色CC277 ｳｪｻﾞｰﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色CC291 ｸﾞﾗｽ･ﾌﾞﾗｳﾝ Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

※類似色CC293 ﾎﾞﾙﾄﾞｰ･ﾚｯﾄﾞ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｸﾞﾗｯｻ CB
表面近似色ｺﾛﾆｱﾙｸﾞﾗｯｻ CC521 ｸﾞﾗｯｻ･ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色CC523 ｸﾞﾗｯｻ･ﾒﾛｳｵﾚﾝｼﾞ Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00

表面近似色CC526 ｸﾞﾗｯｻ･ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色CC527 ｸﾞﾗｯｻ･ﾗｽﾃｨｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色CC533 ｸﾞﾗｯｻ･ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽﾍﾞｰｼﾞｭ Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00

表面近似色CC535P ｸﾞﾗｯｻ･ｱｲｽｼﾙﾊﾞｰ ｿｳﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×091

CC536W(受) ｸﾞﾗｯｻ･こいあい 未対応 ZZZ

表面色CC541 ｸﾞﾗｯｻ･ｳｫﾙﾅｯﾄﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色CC543 ｸﾞﾗｯｻ･ﾕｰﾛﾚｯﾄﾞ Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00

表面近似色CC545P ｸﾞﾗｯｻ･ｱｯｼｭｸﾞﾚｲ ｶﾝﾄﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○243

表面近似色CC547 ｸﾞﾗｯｻ･ｱｲﾘｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色CC552 ｸﾞﾗｯｻ･ﾋﾟｭｱﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

CC553W(受) ｸﾞﾗｯｻ･ろこうちゃ 未対応 ZZZ

CC557W(受) ｸﾞﾗｯｻ･ろくしょう 未対応 ZZZ

39（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株) その他部材

色  
番号

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｸﾞﾗｯｻ CB
表面色ｺﾛﾆｱﾙｸﾞﾗｯｻ CC562 ｸﾞﾗｯｻ･ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

CC563W(受) ｸﾞﾗｯｻ･はいじろ 未対応 ZZZ

CC567W(受) ｸﾞﾗｯｻ･さびせいじ 未対応 ZZZ

CC573W(受) ｸﾞﾗｯｻ･あまいろ 未対応 ZZZ

表面近似色CC575P ｸﾞﾗｯｻ･ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面近似色CC577 ｸﾞﾗｯｻ･ｳｪｻﾞｰﾄﾞｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色CC591 ｸﾞﾗｯｻ･ｸﾞﾗｽﾌﾞﾗｳﾝ Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

※類似色CC593 ｸﾞﾗｯｻ･ﾎﾞﾙﾄﾞｰﾚｯﾄﾞ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815

CC595W(受) ｸﾞﾗｯｻ･あいねず 未対応 ZZZ

ｺﾛﾆｱﾙｸﾞﾗｯｻ･ｼｬｯﾌﾙ CC123 ﾕｰﾛﾐｯｸｽ 未対応 ZZZ

CC147 ｸﾞﾘｰﾝﾐｯｸｽ 未対応 ZZZ

CC152 石板ﾐｯｸｽ 未対応 ZZZ

CC191 ｼﾀﾞｰﾐｯｸｽ 未対応 ZZZ

表面近似色ｽﾍﾟｼｬﾙIIｸﾞﾗｯｻ TP521G ｸﾞﾗｯｻ･ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面色TP562G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色TP575G ｸﾞﾗｯｻ･ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面近似色ｾｲﾊﾞﾘｰｸﾞﾗｯｻ SV521AW ｸﾞﾗｯｻ･ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面色SV562AW ｸﾞﾗｯｻ･ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色SV575PAW ｸﾞﾗｯｻ･ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄｸﾞﾗﾝﾃﾞｸﾞﾗｯｻ CB
ｽﾍﾟﾘｱﾙIIｸﾞﾗﾝﾃﾞｸﾞﾗｯｻ TP621G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

TP623G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

TP633G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

TP647G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

TP675G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰｸﾞﾚｲ 未対応 ZZZ

TP693G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

ｾｲﾊﾞﾘｰｸﾞﾗﾝﾃﾞｸﾞﾗｯｻ SV621W ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

SV623W ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

SV633W ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄﾌﾟﾚﾐｱﾑｸﾞﾗｯｻ CB
表面近似色ｸﾞﾗｯｻ600 GL721G ｸﾞﾗｯｻ･ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面色GL741G ｸﾞﾗｯｻ･ｳｫﾙﾅｯﾄﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

GL755G ｸﾞﾗｯｻ･ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲ 未対応 ZZZ

表面色GL762G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ｸﾞﾗｯｻ600･ｼｬｯﾌﾙ(受) GL121G ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝﾐｯｸｽ 未対応 ZZZ

GL141G ﾌﾞﾗｳﾝﾐｯｸｽ 未対応 ZZZ

GL162G ﾌﾞﾗｯｸﾐｯｸｽ 未対応 ZZZ

表面近似色ﾌﾟﾗｳﾄﾞｸﾞﾗｯｻ NP721AG ｸﾞﾗｯｻ･ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色NP747AG ｸﾞﾗｯｻ･ｱｲﾘｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

NP752AG ｸﾞﾗｯｻ･ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

表面近似色NP775PAG ｸﾞﾗｯｻ･ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

ﾌﾟﾗｳﾄﾞﾅﾁｭﾗﾙｸﾞﾗｯｻ NP923G ｸﾞﾗｯｻ･ﾅﾁｭﾗﾙｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

NP975G ｸﾞﾗｯｻ･ﾅﾁｭﾗﾙｸﾞﾚｲ 未対応 ZZZ

表面近似色ﾚｲｼｬｽｸﾞﾗｯｻ NR721AG ｸﾞﾗｯｻ･ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

40（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株) その他部材

色  
番号

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄﾌﾟﾚﾐｱﾑｸﾞﾗｯｻ CB
表面近似色ﾚｲｼｬｽｸﾞﾗｯｻ NR747AG ｸﾞﾗｯｻ･ｱｲﾘｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

NR752AG ｸﾞﾗｯｻ･ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

表面近似色NR775PAG ｸﾞﾗｯｻ･ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

ｶﾗｰﾍﾞｽﾄ遮熱ｸﾞﾗｯｻ CB
ｺﾛﾆｱﾙ遮熱ｸﾞﾗｯｻ CC821 ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

CC823PG ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

CC825P ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

CC826G ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

CC833PG ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

CC835P ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

CC862 ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

表面近似色CC877G ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

CC893G ｸﾞﾗｯｻ･ｸｰﾙﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

ｸﾞﾗﾝﾈｸｽﾄ
うろこ GUB21G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

GUB23G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

GUB75G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰｸﾞﾚｲ 未対応 ZZZ

GUB93G ｸﾞﾗｯｻ･ﾌｧｼﾞｰﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

ｻﾝﾄﾞ SFA12G ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

SFA22G ﾌﾞﾗｯｸ×ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

SFA35G ｸﾞﾚｲ×ｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

SFA55G ｸﾞﾚｲ×ｸﾞﾚｲ 未対応 ZZZ

SFA62G ﾌﾞﾗｯｸ×ﾈｲﾋﾞｰ 未対応 ZZZ

ｼﾝﾌﾟﾙ SRA15W ｸﾞﾗｯｻ･ｱｰﾊﾞﾝｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

SRA21W ｸﾞﾗｯｻ･ｺｺﾅｯﾂﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

SRA26W ｸﾞﾗｯｻ･ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

SRA47W ｸﾞﾗｯｻ･ｱｲﾘｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

SRA62W ｸﾞﾗｯｻ･ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

SRA75W ｸﾞﾗｯｻ･ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ 未対応 ZZZ

ﾋｼ GHA15G ｸﾞﾗｯｻ･ｱｰﾊﾞﾝｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

表面近似色GHA23G ｸﾞﾗｯｻ･ﾒﾛｳｵﾚﾝｼﾞ Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00

表面近似色GHA26G ｸﾞﾗｯｻ･ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色GHA47G ｸﾞﾗｯｻ･ｱｲﾘｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

GHA52G ｸﾞﾗｯｻ･ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

※類似色GHA93G ｸﾞﾗｯｻ･ﾎﾞﾙﾄﾞｰﾚｯﾄﾞ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815

軒天材
ｲﾒｰｼﾞ近似色軒天材ﾗｲﾄ30 ｵﾌﾌﾞﾗｯｸ ｵﾌﾌﾞﾗｯｸ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

ｽﾊﾟｯﾀｱｲﾎﾞﾘｰ ｽﾊﾟｯﾀｱｲﾎﾞﾘｰ 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｽﾊﾟｯﾀﾎﾜｲﾄ ｽﾊﾟｯﾀﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ﾃｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾃｨｰﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

無塗装 無塗装 無塗装 000

41（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
神島化学工業(株)

色  
番号

DRESSE CUSTOMIZE(ﾄﾞﾚｯｾ ｶｽﾀﾏｲｽﾞ)
18ﾍﾞｰｼｯｸ(受) ORA901HA03 18ﾍﾞｰｼｯｸ 未対応 ZZZ

18ﾍﾞｰｼｯｸﾗﾌ調(受) ORA902HA03 18ﾍﾞｰｼｯｸﾗﾌ調 未対応 ZZZ

18ﾘﾌﾞ10連(受) ORA903HA03 18ﾘﾌﾞ10連 未対応 ZZZ

21ﾘﾌﾞ14連(受) OUA905HA03 21ﾘﾌﾞ14連 未対応 ZZZ

21ﾘﾌﾞ3×3(受) OUA904HA03 21ﾘﾌﾞ3×3 未対応 ZZZ

21ﾘﾌﾞ3連(受) OUA906HA03 21ﾘﾌﾞ3連 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱﾙﾃﾐｭｰﾙ ORA178H7352R ｵｰｸﾅﾁｭﾗﾙGC ﾐﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ○ ○547

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA178H7353R ｵｰｸｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞGC KMｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B65

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA179H7354R ｳｫﾙﾅｯﾄﾅﾁｭﾗﾙGC Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA179H7355R ｳｫﾙﾅｯﾄﾀﾞｰｸGC Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA180H7356R 黒錆GC ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA180H7357R 赤錆GC ｷｬﾛﾌﾞｺｺｱ ○ ○L66

ｱﾙﾃﾐｭｰﾙ【素地GC】 ORA183H7351R 素地GC 未対応 ZZZ

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ)
表面色ﾗﾌｨﾈｽﾄﾝ ORA157H7347R ﾌﾛｽｸﾞﾚｰGC Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

表面近似色ORA157H7376R ﾊﾞﾙﾑﾌﾞﾗｯｸGC ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面色ORA157H7385R ﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄGC ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱｰﾌﾞﾙ ORA159H7369R ｵｰｶｰﾌﾞﾗｳﾝGC KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA159H7370R ﾗｲﾄｵｰｸGC KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA159H7371R ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞGC Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA159H7372R ﾋﾞﾀｰｳｫﾙﾅｯﾄGC Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

表面色ｳﾞｧﾘｸﾚｰﾄ ORA155H7385R ﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄGC ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色ORA155H7386R ｼｴｰﾇﾌﾞﾗｳﾝGC Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

表面色ORA155H7387R ﾓﾀﾞﾝｸﾞﾚｰGC ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｸﾞﾗﾝﾛｯｼｭ ORA151H7439R ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄGC ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ色ORA151H7441R ｴﾙｸﾍﾞｰｼﾞｭGC Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA151H7443R ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｲGC ｶﾒｵｸﾞﾚｰｼﾞｭ ○ ○086

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA151H7445R ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｲGC ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

表面色ｽｸﾘｰｾﾞ ORA162H7373R ﾃﾗﾎﾜｲﾄGC ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ORA162H7374R ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰGC ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色ORA162H7376R ﾊﾞﾙﾑﾌﾞﾗｯｸGC ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面近似色ORA162H7380R ｳｫｰﾑｸﾞﾚｰGC ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾄﾞｰﾙｽﾄﾗ ORA152H7433R ﾊﾞｰﾄﾝｱﾝﾊﾞｰGC KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA152H7435R ﾎﾞﾙﾄﾞｰGC Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA152H7437R ﾀﾞｰｸﾁｬｺｰﾙGC ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA152H7439R ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄGC ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面色はまかぜ ORA113H7348R ﾏｯﾄｸﾞﾚｰGC ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面色ORA113H7373R ﾃﾗﾎﾜｲﾄGC ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ORA113H7394R ﾙﾅﾎﾜｲﾄGC Aｿﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○665

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌｧｲﾝﾃｽﾀ ORA153H7427R ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄGC ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA153H7429R ｱｲﾎﾞﾘｰGC Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA153H7431R ｱﾝﾃｨｰｸﾍﾞｰｼﾞｭGC ｵﾗﾝｼﾞｭｲｴﾛｰ ○ ×N73

42（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
神島化学工業(株)

色  
番号

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ
表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾌｧｳﾅｰｳｯﾄﾞ ORA112H7409R ｳｯﾄﾞﾒｲﾘｰｸﾞﾚｰGC ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA112H7411R ｳｯﾄﾞﾃﾈﾙｲｴﾛｰGC ﾋﾋﾞｷｵｰｶｰ ○ ○522

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA112H7413R ｳｯﾄﾞｶｽﾀｰﾌﾞﾗｳﾝGC ｷｬﾒﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○408

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA112H7415R ｳｯﾄﾞﾀﾞｰｸGC Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

目地色ORA112H7417R ｳｯﾄﾞﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝGC Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA112H7419R ｳｯﾄﾞｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸGC KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96

表面色ﾌｪﾙｾﾞﾝ ORA154H7378R ﾘﾌﾚﾎﾜｲﾄGC ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色ORA154H7379R ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰGC Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色ORA154H7444R ﾗｳｽｸﾞﾚｰGC ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

表面近似色ﾌﾗｯﾄ18 ORA048H7395R ｲﾉｾﾝﾄﾎﾜｲﾄDC ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

ORA048HA03 無塗装 無塗装 000

表面色ﾌﾞﾗﾝｼｪｽﾄｰﾝ ORA146H7378R ﾘﾌﾚﾎﾜｲﾄGC ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色ORA146H7379R ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰGC ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

表面色ORA146H7380R ｳｫｰﾑｸﾞﾚｰGC ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面近似色ORA146H7381R ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰGC Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA146H7382R ｽｸｰﾛﾁｬｺｰﾙGC ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

ｲﾒｰｼﾞ色ﾌﾟﾚﾐｰﾙ ORA122H7388R ﾌﾟﾚﾐｰﾙﾅﾁｭﾗﾙGC Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38

ｲﾒｰｼﾞ色ORA122H7389R ﾌﾟﾚﾐｰﾙｸﾘｰﾑｲｴﾛｰGC ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA122H7390R ﾌﾟﾚﾐｰﾙｾﾋﾟｱGC ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA122H7391R ﾌﾟﾚﾐｰﾙｽﾓｰｸﾌﾞﾗｯｸGC KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾍﾞﾙﾃﾞｸﾗｲﾝ ORB176H7453R 大谷石ﾎﾜｲﾄGC ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORB176H7455R 大谷石ｱｲﾎﾞﾘｰGC ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾍﾞﾙﾃﾞﾌｨｱｽ ORB174H7453R 大谷石ﾎﾜｲﾄGC 本体Type ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORB174H7455R 大谷石ｱｲﾎﾞﾘｰGC 本体Ty ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORB175H7453R 大谷石ﾎﾜｲﾄGC 本体Type ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORB175H7455R 大谷石ｱｲﾎﾞﾘｰGC 本体Ty ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾍﾞﾙﾃﾞﾛｯｶ ORA166H7453R 大谷石ﾎﾜｲﾄGC ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA166H7455R 大谷石ｱｲﾎﾞﾘｰGC ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484

目地色！※ﾗﾄﾞﾘｴﾗ ORA168H7457R 赤ﾚﾝｶﾞ(WH)DC Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

表面近似色！※ORA168H7457R 赤ﾚﾝｶﾞ(WH)DC ﾀｰｷｰﾚｯﾄﾞ ○ ×N25

目地色！ORA168H7461R 赤ﾚﾝｶﾞ(GR)DC KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

表面近似色！ORA168H7461R 赤ﾚﾝｶﾞ(GR)DC Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00

表面近似色！ORA168H7463R 黒ﾚﾝｶﾞ(DG)DC KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96

目地近似色！ORA168H7463R 黒ﾚﾝｶﾞ(DG)DC ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061

表面色ﾚｸﾀｳｪｰﾌﾞ ORA158H7378R ﾘﾌﾚﾎﾜｲﾄGC ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色ORA158H7381R ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰGC Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

表面近似色ORA158H7383R ｿﾌｨｽﾍﾞｰｼﾞｭGC Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756

表面近似色ORA158H7384R ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝGC Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

ｲﾒｰｼﾞ近似色海山千｢かいざんせん｣ ORA123H7401R 海山千ﾎﾜｲﾄGC AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA123H7403R 海山千ﾍﾞｰｼﾞｭGC ｽﾃｨｯｸﾎﾜｲﾄ ○ ○500

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA123H7405R 海山千ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝGC Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

ｲﾒｰｼﾞ色ORA123H7407R 海山千ﾌﾞﾗｯｸGC KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96

表面近似色鎧もくめ OUA090H7396R 鎧ﾎﾜｲﾄGC AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面色OUA090H7397R 鎧ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝGC Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

43（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
神島化学工業(株)

色  
番号

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ
表面近似色打ちｺﾝR18 ORA164H7377R ｱｯｼｭｸﾞﾚｰGC KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887

表面色夕凪｢ゆうなぎ｣ ORA132H7373R ﾃﾗﾎﾜｲﾄGC ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ORA132H7393R ｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸDC Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ORA132H7394R ﾙﾅﾎﾜｲﾄDC Aｿﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○665

DRESSE(ﾄﾞﾚｯｾ)
ｲﾒｰｼﾞ色ｸﾞﾗﾝﾛｯｼｭ ORA151H7447V ﾊﾟｰﾁﾒﾝﾄ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA151H7449V ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

ｲﾒｰｼﾞ色ORA151H7451V ﾛｯｼｭｸﾞﾚｰ KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92

表面近似色ｾﾗﾐｯｸﾍﾞｰｽ20 OTA020H7367M ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ(塗装品) ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061

表面近似色はまかぜ ORA113H7392V ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色ORA113H7398V ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

表面近似色ORA113H7399V ｽﾓｰｸｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌｧｳﾅｰｳｯﾄﾞ ORA112H7421V ﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA112H7423V ｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

ｲﾒｰｼﾞ近似色ORA112H7425V ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色ﾚｱﾙｺｰﾄﾞ OSA134HA08 無塗装(着色ｼｰﾗｰ) Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色海山千｢かいざんせん」 ORA123H7398V ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

表面近似色ORA123H7399V ｽﾓｰｸｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色ORA123H7400V ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色夕凪｢ゆうなぎ｣ ORA132H7398V ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

表面近似色ORA132H7399V ｽﾓｰｸｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色ORA132H7400V ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

44（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
神島化学工業(株) その他部材

色  
番号

DRESSE
表面近似色KCﾓｰﾙ Wｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Wｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

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

表面近似色Wﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ Wﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色※Wﾌｧｲﾝｽﾃﾝ Wﾌｧｲﾝｽﾃﾝ ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

表面色Wﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ Wﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色Wﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ Wﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

無塗装 無塗装 無塗装 000

表面近似色軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ Wｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Wｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

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

表面近似色※Wﾌｧｲﾝｽﾃﾝ Wﾌｧｲﾝｽﾃﾝ ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

表面色Wﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ Wﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色Wﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ Wﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

無塗装 無塗装 無塗装 000

DRESSE PREMIUM
表面近似色KCﾓｰﾙ ｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝGC ｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝGC Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

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

表面近似色ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄGC ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄGC Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色※ﾌｧｲﾝｽﾃﾝGC ﾌｧｲﾝｽﾃﾝGC ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

表面色ﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄGC ﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄGC ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色ﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰGC ﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰGC ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

無塗装 無塗装 無塗装 000

DRESSE PREMIUM KCﾓｰﾙ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗﾌｫｰﾚｸﾞﾚｲｽ ｽﾓｰｸｲｴﾛｰGC ｽﾓｰｸｲｴﾛｰGC KMｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B65

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾁｬｺｰﾙGC ﾁｬｺｰﾙGC ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝGC ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝGC ｸﾗｯｼｰﾏﾙｰﾝ ○ ○I89

DRESSE PREMIUM 軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ
表面近似色ｴﾝﾎﾞｽ Eｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Eｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

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

表面近似色Eﾌｧｲﾝｽﾃﾝ Eﾌｧｲﾝｽﾃﾝ ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

表面色Eﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ Eﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色Eﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ Eﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

表面近似色ﾒﾄﾙﾗｽﾀｰ Eｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Eｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

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

表面近似色Eﾌｧｲﾝｽﾃﾝ Eﾌｧｲﾝｽﾃﾝ ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

表面色Eﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ Eﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色Eﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ Eﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗﾌｫｰﾚｿﾚｲﾕ ｳｫﾙﾅｯﾄ ｳｫﾙﾅｯﾄ KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｸﾞﾚｲｯｼｭｼﾀﾞｰ ｸﾞﾚｲｯｼｭｼﾀﾞｰ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｸ ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｸ KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗﾌｫｰﾚﾃｨﾝﾊﾞｰ ｽﾓｰｸｲｴﾛｰ ｽﾓｰｸｲｴﾛｰ KMｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B65

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾁｬｺｰﾙ ﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾗｯｼｰﾏﾙｰﾝ ○ ○I89

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗﾌｫｰﾚﾌﾟﾚｲﾝ ｽﾓｰｸｲｴﾛｰ ｽﾓｰｸｲｴﾛｰ KMｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B65

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾁｬｺｰﾙ ﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

45（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
神島化学工業(株) その他部材

色  
番号

DRESSE PREMIUM 軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗﾌｫｰﾚﾌﾟﾚｲﾝ ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾗｯｼｰﾏﾙｰﾝ ○ ○I89

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) KCﾓｰﾙ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗﾌｫｰﾚｸﾞﾚｲｽ ｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝGC ｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝGC Nﾏｲｽﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○856

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) 軒天井ﾎﾞｰﾄﾞ
表面ｲﾒｰｼﾞ色ｱﾙﾃｻﾞｰﾄ SC182BH693 ｳｫﾙﾅｯﾄﾅﾁｭﾗﾙ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

目地近似色SC182BH694 ｳｫﾙﾅｯﾄﾀﾞｰｸ Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

ｲﾒｰｼﾞ近似色SC182CH695 ｵｰｸﾅﾁｭﾗﾙ ﾐﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ○ ○547

ｲﾒｰｼﾞ近似色SC182DH697 黒錆 ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗﾌｫｰﾚﾃｨﾝﾊﾞｰ ｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ Nﾏｲｽﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○856

KCｾｯﾄﾓｰﾙ
表面近似色ﾋﾟﾗｽﾀｰII･ﾋﾟﾗｽﾀｰ Wｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Wｴﾎﾞﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面近似色Wﾌｧｲﾝｽﾃﾝ Wﾌｧｲﾝｽﾃﾝ ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

表面色Wﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ Wﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色Wﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ Wﾐﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068

無塗装 無塗装 無塗装 000

46（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
東ﾚ建材(株)

色  
番号

KANPEKI
ｱｰﾙﾗｲﾝﾜｲﾄﾞ YPR-300 無塗装品 無塗装 000

表面近似色ｽﾘｯﾄﾗｲﾝ16SC TFS-61C113 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050

表面近似色TFS-61C169 ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色※TFS-61C299 ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ﾀﾃｽﾘｰﾗｲﾝ16 TFU130Ｐ 無塗装品 無塗装 000

表面近似色ﾀﾃｽﾘｰﾗｲﾝ16SC TFU-61C113 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050

表面近似色TFU-61C122 ｱﾝﾃｨｰｸｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351

表面色TFU-61C149 ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ Tﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰ ○ ×A88

表面色ﾃﾞﾝﾊﾞｰSC DEN-61M340 ﾌｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050

ｲﾒｰｼﾞ近似色DEN-61M341 ﾌｪﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○524

ｲﾒｰｼﾞ近似色DEN-61M342 ﾌｪﾙﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面近似色ﾄﾚﾃｽﾀﾎﾞｰﾄﾞ14 STT-100 STT-100 ｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○007

LAP SIDING ﾗｯﾌﾟ14
REALDE / CEDAR Type RC-41P714R ﾍｰｾﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ｳｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ LW-410L 無塗装品 無塗装 000

LW-410R 無塗装品 無塗装 000

表面近似色ｳｯﾄﾞﾀｲﾌﾟSC LW-41C111L ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色LW-41C111R ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色LW-41C215L ｵｰｼｬﾝｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351

表面近似色LW-41C215R ｵｰｼｬﾝｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351

ｴﾙﾀｲﾌﾟ MP-410L 無塗装品 無塗装 000

MP-410R 無塗装品 無塗装 000

表面近似色ｴﾙﾀｲﾌﾟSC MP-41C113L ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色MP-41C113R ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色MP-41C122L ｱﾝﾃｨｰｸｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351

表面近似色MP-41C122R ｱﾝﾃｨｰｸｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351

MP-41C128L ｸﾚｱﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

MP-41C128R ｸﾚｱﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

表面色MP-41C149L ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ Tﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰ ○ ×A88

表面色MP-41C149R ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ Tﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰ ○ ×A88

表面近似色MP-41C169L ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色MP-41C169R ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色MP-41C208L ﾌﾗﾝｸﾞﾚｰ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211

表面近似色MP-41C208R ﾌﾗﾝｸﾞﾚｰ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211

表面近似色MP-41C212L 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MP-41C212R 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MP-41C234L ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色MP-41C234R ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色※MP-41C299L ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色※MP-41C299R ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ｼｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞ HW-410L 無塗装品 無塗装 000

HW-410R 無塗装品 無塗装 000

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞSC HW-41C248L ﾊﾟｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C248R ﾊﾟｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

47（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
東ﾚ建材(株)

色  
番号

LAP SIDING ﾗｯﾌﾟ14
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞSC HW-41C249L ﾊﾟｲﾝｱｯｼｭ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C249R ﾊﾟｲﾝｱｯｼｭ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面近似色HW-41C252L ﾊﾟｲﾝﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

表面近似色HW-41C252R ﾊﾟｲﾝﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C254L ﾊﾟｲﾝﾎﾜｲﾄ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C254R ﾊﾟｲﾝﾎﾜｲﾄ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C255L ﾊﾟｲﾝｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾙｰ ｿｳﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×091

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C255R ﾊﾟｲﾝｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾙｰ ｿｳﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×091

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C257L ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C257R ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C258L ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ近似色HW-41C258R ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ LY-410L 無塗装品 無塗装 000

LY-410R 無塗装品 無塗装 000

ｲﾒｰｼﾞ近似色窯変ﾀｲﾌﾟ GL-41B220L ﾃﾞﾙﾀｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

ｲﾒｰｼﾞ近似色GL-41B220R ﾃﾞﾙﾀｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

ｲﾒｰｼﾞ色GL-41B221L ﾃﾞﾙﾀﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133

ｲﾒｰｼﾞ色GL-41B221R ﾃﾞﾙﾀﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133

ｲﾒｰｼﾞ近似色GL-41B222L ﾃﾞﾙﾀﾌﾞﾗｯｸ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

ｲﾒｰｼﾞ近似色GL-41B222R ﾃﾞﾙﾀﾌﾞﾗｯｸ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

LAP SIDING ﾗｯﾌﾟ18
ｴﾙﾀｲﾌﾟ MP-810L 無塗装品 無塗装 000

MP-810R 無塗装品 無塗装 000

表面近似色ｴﾙﾀｲﾌﾟSC MP-81C113L ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色MP-81C113R ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

48（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

COOL
表面近似色ｲﾙﾐｵ EDM504E ｲﾙﾐｵﾈｲﾋﾞｰ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色EDM504P ｲﾙﾐｵﾈｲﾋﾞｰ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色EDM505E ｲﾙﾐｵﾌﾞﾗｯｸ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

表面近似色EDM505P ｲﾙﾐｵﾌﾞﾗｯｸ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

表面近似色EFM501E ｲﾙﾐｵﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色EFM501P ｲﾙﾐｵﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色EFM502E ｲﾙﾐｵｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色EFM502P ｲﾙﾐｵｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色EFM503E ｲﾙﾐｵﾗｲﾄｸﾞﾚｰ KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887

表面近似色EFM503P ｲﾙﾐｵﾗｲﾄｸﾞﾚｰ KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJM501E ｸﾞﾗﾆｯﾄﾎﾜｲﾄ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJM502E ｳｪｰﾌﾞﾌﾞﾗｳﾝ KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

ｲﾒｰｼﾞ色ｲﾙﾐｵ(不燃材料) EQS501E ｸﾞﾗﾆｯﾄNMﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

表面近似色EQS506E ｲﾙﾐｵNMﾊﾟｽﾃﾙｸﾞﾚｰ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

表面近似色EQS507E ｲﾙﾐｵNMﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色ﾐﾗｲｱ EDM1014S ﾈｲｷｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色EDM1015S ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○007

EDM1016S ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

EDM1017S ﾋﾟｱﾉﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

EDM1021S ﾍﾞﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

EDM1022S ﾌﾚｯｼｭﾋﾟﾝｸ 未対応 ZZZ

EDM1023S ﾛｲﾔﾙﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

EDM1024S ｱｲﾋﾞｰｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

EDM1025S ﾙｰｼﾞｭﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

EDM1026S ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ﾒﾓﾘｱ EDA300F 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

EDM307F(受) ｵﾘｰﾌﾞ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし) 未対応 ZZZ

表面近似色EDM316F ﾈｲﾋﾞｰ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし) Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色※EDM317F(受) ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色EDM318F ﾌﾞﾗｯｸ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし) ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

EFM201F(受) ｸﾗｰﾛﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

EFM202Y(受) ｸﾗｰﾛｲｴﾛｰ 未対応 ZZZ

EFM203F(受) ｸﾗｰﾛｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

EFM204F(受) ｸﾗｰﾛﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

EFM205F(受) ｸﾗｰﾛｴﾒﾗﾙﾄﾞ 未対応 ZZZ

表面近似色EFM301F(受) ｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

EFM302F(受) ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

EFM304F(受) ｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

表面近似色※EFM306F ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090

表面近似色EFM319F ｸﾞﾚｰ ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｲﾀｲﾙ ○ ○152

表面近似色ETM301F ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

ﾓｴﾝｱｰﾄ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱｰﾁﾌｫﾙﾑ AY8115 ﾃｰﾙｵｰｶｰ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

ｲﾒｰｼﾞ近似色AY8116 ﾃｰﾙﾎﾜｲﾄ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

49（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｱｰﾄ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱｰﾁﾌｫﾙﾑ AY8117 ﾃｰﾙﾁｬｺｰﾙ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

ｱｰﾄ下地材14 WNX191 ｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

表面近似色ｱｰﾄ下地材16 ENX101NK ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｽｸﾗｯﾁﾌｫﾙﾑ AY8315 ﾃｰﾙｵｰｶｰ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

ｲﾒｰｼﾞ近似色AY8316 ﾃｰﾙﾎﾜｲﾄ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

ｲﾒｰｼﾞ近似色AY8317 ﾃｰﾙﾁｬｺｰﾙ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｽﾃｨｯｸﾌｫﾙﾑ AY8215 ﾃｰﾙｵｰｶｰ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

ｲﾒｰｼﾞ近似色AY8216 ﾃｰﾙﾎﾜｲﾄ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

ｲﾒｰｼﾞ近似色AY8217 ﾃｰﾙﾁｬｺｰﾙ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

表面色ﾃｷｻｽｽﾄｰﾝ調 AY4107 ﾀｰﾒﾘｯｸｻﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色AY4108 ｱｯｼｭｻﾝﾄﾞ ﾓｶGCS ○ ○081

AY4109 ｽｶｰﾚｯﾄｻﾝﾄﾞ 未対応 ZZZ

表面近似色AY4110 ﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝｻﾝﾄﾞ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

ｲﾒｰｼﾞ色AY4118 ｽﾉｰｻﾝﾄﾞ ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197

ｲﾒｰｼﾞ近似色AY4119 ﾈｲﾋﾞｰｻﾝﾄﾞ ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○017

ｲﾒｰｼﾞ色AY4120 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻﾝﾄﾞ ﾌｧﾝｼｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○437

ｲﾒｰｼﾞ近似色AY4121 ｿｲﾙｻﾝﾄﾞ KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

ﾓｴﾝｱｰﾄ ﾏｽﾀｰｼﾘｰｽﾞ
表面近似色ｱｰﾄ下地材 ENX101N ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ｲﾒｰｼﾞ近似色※ｱﾄﾞﾘｱｽﾄｰﾝ調 AT1450 ｱﾄﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

ｲﾒｰｼﾞ色AT1451 ｱﾄﾞﾘｱﾍﾞｰｼﾞｭ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○658

AT1452 ｱﾄﾞﾘｱﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ｽﾄﾚｯﾁﾌｫﾙﾑAG AT1657 ｽﾄﾚｯﾁﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

AT1658 ｽﾄﾚｯﾁﾗｲﾄｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

AT1659 ｽﾄﾚｯﾁﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

AT1660 ｽﾄﾚｯﾁﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ色ｽﾌﾟﾘｱｽﾄｰﾝ調 AT1347 ｽﾌﾟﾘｱﾎﾜｲﾄ ﾙﾐﾅｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○199

ｲﾒｰｼﾞ色AT1348 ｽﾌﾟﾘｱﾍﾞｰｼﾞｭ Kﾍﾞｰﾈﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○754

ｲﾒｰｼﾞ近似色AT1349 ｽﾌﾟﾘｱﾚｯﾄﾞ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾝﾊﾞｰ ○ ○441

ﾊﾟｲﾙｳｯﾄﾞAG AT1553 ﾊﾟｲﾙﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

AT1554 ﾊﾟｲﾙﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

AT1555 ﾊﾟｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

AT1556 ﾊﾟｲﾙﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

表面色ﾗｼﾞｯﾄﾞｽﾄｰﾝ調 AT1224 ｸﾞﾚｰｽﾎﾜｲﾄ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211

表面色AT1225 ｸﾞﾚｰｽﾍﾞｰｼﾞｭ Kﾍﾞｰﾈﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○754

表面近似色AT1226 ｸﾞﾚｰｽｵﾚﾝｼﾞ KMｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○890

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗｼﾞｯﾄﾞｽﾄｰﾝ調AG AT1233 ﾒﾙﾃｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○159

AT1234 ﾒﾙﾃｨｰﾗｽﾄ 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ近似色※AT1235 ﾒﾙﾃｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾕｰｹﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○369

ｲﾒｰｼﾞ色ﾚｲｽﾄｰﾝ調 AT1118 ﾀｲﾃﾞｨﾎﾜｲﾄ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211

ｲﾒｰｼﾞ色AT1122 ﾀｲﾃﾞｨﾍﾞｰｼﾞｭ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109

ｲﾒｰｼﾞ色AT1123 ﾀｲﾃﾞｨｵﾚﾝｼﾞ Mﾗﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○763

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚｲｽﾄｰﾝ調AG AT1130 ｸｳｫｰﾂｲｴﾛｰ ﾌｧﾝｼｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○437

AT1131 ｷｭﾘｵﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

50（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｱｰﾄ ﾏｽﾀｰｼﾘｰｽﾞ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚｲｽﾄｰﾝ調AG AT1132 ﾍｲｽﾞﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16
ﾌﾗｯﾄｳｫｰﾙ EDX240EK 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

EDX240NK 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾘﾌﾞ9 EDA230NK 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Fu-ge PREMIUM
表面色ｴｺﾙｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS155P ﾊﾞｸﾞｰMGﾈｲﾋﾞｰ30 Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

ｲﾒｰｼﾞ色ｶﾙﾅｳｯﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS161F ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭMG30 Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ色ELS163F ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝMG30 KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS164F ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝMG30 ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS165F ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸMG30 KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELS167F ｽﾓｰｸｼﾙﾊﾞｰMG30 ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面色ｼﾝﾄｱ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS191F ｼﾝﾄｱMGﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ELS192F ｼﾝﾄｱMGｵﾌﾎﾜｲﾄ30 KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色ELS193F ｼﾝﾄｱMGﾈｲﾋﾞｰ30 Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色ELS195F ｼﾝﾄｱMGﾗｲﾄｸﾞﾚｰ30 AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面色ｽﾌﾟｰﾓ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS112E ﾗﾌﾗMGｱｯｼｭ30 Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面色ELS112P ﾗﾌﾗMGｱｯｼｭ30 Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面近似色ELS115E ﾗﾌﾗMGｲｴﾛｰ30 ﾌｫｰﾘｯｼﾞｲｴﾛｰ ○ ×L25

表面近似色ELS115P ﾗﾌﾗMGｲｴﾛｰ30 ﾌｫｰﾘｯｼﾞｲｴﾛｰ ○ ×L25

表面色ELS116E ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ30 ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色ELS116P ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ30 ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色ELS118E ﾗﾌﾗMGﾌﾞﾗｯｸ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ELS118P ﾗﾌﾗMGﾌﾞﾗｯｸ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ｾﾙｸﾚｰﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS021P ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ELS022P ｴﾙﾌｨﾝMGﾎﾜｲﾄ30 ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色ELS027P ｴﾙﾌｨﾝMGﾁｬｺｰﾙ30 ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面色ELS028P ｴﾙﾌｨﾝMGﾈｲﾋﾞｰ30 Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面色ﾋﾞｽﾄｳｫｰﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS201F ﾋﾞｽﾄMGﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ELS204F ﾋﾞｽﾄMGﾁｬｺｰﾙ30 ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾌﾟﾗﾄｽﾄｰﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS211F ﾌﾟﾗﾄMGﾎﾜｲﾄ30 KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELS212F ﾌﾟﾗﾄMGﾍﾞｰｼﾞｭ30 Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELS213F ﾌﾟﾗﾄMGｸﾞﾚｰ30 ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS214F ﾌﾟﾗﾄMGﾌﾞﾗｳﾝ30 ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

表面近似色ﾌﾟﾘﾚｰﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS051P ｸｱﾗMGﾎﾜｲﾄ30 ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS052P ｸｱﾗMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS053P ｸｱﾗMGｵｰｶｰ30 ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○524

表面近似色ELS056P ｸｱﾗMGﾈﾛ30 KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面色ELS057P ｸｱﾗMGﾈｲﾋﾞｰ30 Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色ﾐﾗｺﾛ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS031F ﾃﾞﾘｯﾄMGﾎﾜｲﾄ30 ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色ELS037F ﾃﾞﾘｯﾄMGﾁｬｺｰﾙ30 ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

ｲﾒｰｼﾞ色ﾒﾗﾝｼﾞｪ　ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS181F ﾒﾗｰﾄMGﾎﾜｲﾄ30 KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS182F ﾒﾗｰﾄMGｸﾞﾚｰ30 ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS183F ﾒﾗｰﾄMGﾌﾞﾗｳﾝ30 ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333

51（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Fu-ge PREMIUM
表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾙﾎﾞﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS101P ﾚｾﾋﾟMGﾎﾜｲﾄ30 ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色ELS104P ﾚｾﾋﾟMGﾁｬｺｰﾙ30 ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

表面近似色ELS107P ﾚｾﾋﾟMGﾈﾛ30 KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面色ELS108P ﾚｾﾋﾟMGﾈｲﾋﾞｰ30 Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Fu-ge ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面近似色ｴｺﾙｾ EFF151F ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EFF151P ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EFF152H ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EFF152P ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EFF153F ﾊﾞｸﾞｰMGｱｯｼｭ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色EFF153P ﾊﾞｸﾞｰMGｱｯｼｭ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色EFF154F ﾊﾞｸﾞｰMGｸﾞﾚｰ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

表面近似色EFF154P ﾊﾞｸﾞｰMGｸﾞﾚｰ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

ｲﾒｰｼﾞ色ｶﾙﾅｳｯﾄﾞ EFF161P ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭMG Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ色EFF161Y ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭMG Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF162P ｸﾞﾚｰｼｱﾝｱｯｼｭMG Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

ｲﾒｰｼﾞ近似色※EFF162Y ｸﾞﾚｰｼｱﾝｱｯｼｭMG Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

ｲﾒｰｼﾞ色EFF163P ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝMG KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

ｲﾒｰｼﾞ色EFF163Y ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝMG KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF164L ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝMG ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF164P ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝMG ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF165L ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸMG KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF165P ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸMG KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ｲﾒｰｼﾞ色EFF166P ｸﾞﾚｰｼｱﾝﾚｯﾄﾞMG ｱｸﾊﾞｰﾙﾚｯﾄﾞ ○ ○N33

ｲﾒｰｼﾞ色EFF166Y ｸﾞﾚｰｼｱﾝﾚｯﾄﾞMG ｱｸﾊﾞｰﾙﾚｯﾄﾞ ○ ○N33

表面ｲﾒｰｼﾞ色！ｼｬﾝﾄ EFF261P ﾘｯﾋﾟMGﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色！EFF261P ﾘｯﾋﾟMGﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色！EFF262P ﾘｯﾋﾟMGｲｴﾛｰ ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432

表面近似色！EFF262P ﾘｯﾋﾟMGｲｴﾛｰ Mｿｳﾊﾞｰｲｴﾛｰ ○ ○882

目地色！EFF263P ﾘｯﾋﾟMGｵﾚﾝｼﾞ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

！EFF263P ﾘｯﾋﾟMGｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

表面ｲﾒｰｼﾞ色ｼｭﾏｰﾙ EFF2421E ｼｭﾏｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭE Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF2422E ｼｭﾏｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰE Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFF2423E ｼｭﾏｰﾙﾌﾞﾗｳﾝE Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFF2424E ｼｭﾏｰﾙｸﾞﾚｰE ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面色ｼﾝﾄｱ EFF191F ｼﾝﾄｱMGﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EFF191P ｼﾝﾄｱMGﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EFF192F ｼﾝﾄｱMGｵﾌﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色EFF192P ｼﾝﾄｱMGｵﾌﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色EFF193H ｼﾝﾄｱMGﾈｲﾋﾞｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色EFF193P ｼﾝﾄｱMGﾈｲﾋﾞｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色EFF194H ｼﾝﾄｱMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色EFF194P ｼﾝﾄｱMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面色ｽﾌﾟｰﾓ EFF112E ﾗﾌﾗMGｱｯｼｭ Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

52（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Fu-ge ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面色ｽﾌﾟｰﾓ EFF112P ﾗﾌﾗMGｱｯｼｭ Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面色EFF116E ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色EFF116P ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色EFF117E ﾗﾌﾗMGｸﾘｰﾑ Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面色EFF117P ﾗﾌﾗMGｸﾘｰﾑ Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面近似色ｾﾙｸﾚｰﾙ EFF021F ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EFF021P ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EFF022F ｴﾙﾌｨﾝMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色EFF022P ｴﾙﾌｨﾝMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EFF023F ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾞﾚｰ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色EFF023P ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾞﾚｰ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色EFF027H ｴﾙﾌｨﾝMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色EFF027P ｴﾙﾌｨﾝMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色ｾﾚﾝｼｱﾙ EFF011F ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EFF011P ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EFF012F ｴﾙﾌｨﾝMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EFF012P ｴﾙﾌｨﾝMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EFF013F ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾞﾚｰ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色EFF013P ｴﾙﾌｨﾝMGｸﾞﾚｰ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色EFF017H ｴﾙﾌｨﾝMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色EFF017P ｴﾙﾌｨﾝMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

目地色ｿﾗﾆﾃｨｰ EFF2321E ｿﾗﾆﾃｨｰﾎﾜｲﾄE ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197

目地近似色※EFF2322E ｿﾗﾆﾃｨｰｵﾚﾝｼﾞE ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

目地色EFF2323E ｿﾗﾆﾃｨｰﾌﾞﾗｳﾝE ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

目地近似色※EFF2324E ｿﾗﾆﾃｨｰﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰE ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

表面色ﾋﾞｽﾄｳｫｰﾙ EFF201F ﾋﾞｽﾄMGﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EFF201P ﾋﾞｽﾄMGﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EFF202F ﾋﾞｽﾄMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面色EFF202P ﾋﾞｽﾄMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色EFF204H ﾋﾞｽﾄMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色EFF204P ﾋﾞｽﾄMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾌﾟﾗﾄｽﾄｰﾝ EFF211Y ﾌﾟﾗﾄMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFF212Y ﾌﾟﾗﾄMGﾍﾞｰｼﾞｭ Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFF213Y ﾌﾟﾗﾄMGｸﾞﾚｰ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF214Y ﾌﾟﾗﾄMGﾌﾞﾗｳﾝ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57

表面近似色ﾌﾟﾘﾚｰﾄ EFF051F ｸｱﾗMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EFF051P ｸｱﾗMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF052F ｸｱﾗMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF052P ｸｱﾗMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF053F ｸｱﾗMGｵｰｶｰ ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○524

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF053P ｸｱﾗMGｵｰｶｰ ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○524

表面近似色EFF056L ｸｱﾗMGﾈﾛ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色EFF056P ｸｱﾗMGﾈﾛ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色ﾐﾗｺﾛ EFF031F ﾃﾞﾘｯﾄMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

53（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Fu-ge ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面近似色ﾐﾗｺﾛ EFF031P ﾃﾞﾘｯﾄMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色EFF032H ﾃﾞﾘｯﾄMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面近似色EFF032P ﾃﾞﾘｯﾄMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾚｲﾁｪﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○E44

表面色EFF036F ﾃﾞﾘｯﾄMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

表面色EFF036P ﾃﾞﾘｯﾄMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾐﾙｼｭﾀｲﾝ EFF271P ﾐﾙﾄMGﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF272P ﾐﾙﾄMGﾍﾞｰｼﾞｭ Kﾍﾞｰﾈﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○754

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF273P ﾐﾙﾄMGﾌﾞﾗｳﾝ Aｸﾞﾚｲﾓﾀﾞﾝ ○ ○894

目地近似色EFF274P ﾐﾙﾄMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾓﾍﾞﾙｳｯﾄﾞ EFF1221E ﾓﾍﾞﾙｸﾞﾚｰｼﾞｭE ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFF1222E ﾓﾍﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭE ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF1223E ﾓﾍﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝE ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF1224E ﾓﾍﾞﾙﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰE ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾗｼｭﾘｰｽﾞ EFF0921E ﾗｼｭﾘｰｽﾞﾎﾜｲﾄE ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF0922E ﾗｼｭﾘｰｽﾞｵﾚﾝｼﾞE ｻﾀｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○490

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF0923E ﾗｼｭﾘｰｽﾞﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝE ﾗｲﾄｷｬﾒﾙ ○ ○335

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF0924E ﾗｼｭﾘｰｽﾞﾌﾞﾗｳﾝE ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

目地近似色ﾗﾄﾜｰﾙ EFF0821E ﾗﾄﾜｰﾙｼﾙｸE ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

目地近似色EFF0822E ﾗﾄﾜｰﾙｴｽﾌﾟﾚｯｿE Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

目地近似色EFF0823E ﾗﾄﾜｰﾙﾌﾟﾗﾁﾅE Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

目地近似色※EFF0824E ﾗﾄﾜｰﾙﾓﾉｸﾛｰﾑE ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾘｳﾞｺﾛｰﾙ EFF2221E ﾘｳﾞﾎﾜｲﾄE Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF2222E ﾘｳﾞｱｯｼｭE Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFF2223E ﾘｳﾞｲｴﾛｰE Nﾌﾟﾗﾁﾅﾎﾜｲﾄ ○ ○C83

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF2224E ﾘｳﾞｸﾞﾚｰE ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾙﾎﾞﾝ EFF101F ﾚｾﾋﾟMGﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF101P ﾚｾﾋﾟMGﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面近似色EFF102F ﾚｾﾋﾟMGﾏﾛﾝ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

表面近似色EFF102P ﾚｾﾋﾟMGﾏﾛﾝ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

表面色EFF104F ﾚｾﾋﾟMGﾁｬｺｰﾙ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

表面色EFF104P ﾚｾﾋﾟMGﾁｬｺｰﾙ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

目地近似色EFF106H ﾚｾﾋﾟMGﾎﾞﾙﾄﾞ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

目地近似色※EFF106P ﾚｾﾋﾟMGﾎﾞﾙﾄﾞ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面近似色EFF107H ﾚｾﾋﾟMGﾈﾛ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色EFF107P ﾚｾﾋﾟMGﾈﾛ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

目地近似色ﾚｽﾍﾟﾝﾀﾙ EFF1321E ﾗｲﾂﾎﾜｲﾄE Tﾌﾛｽﾎﾜｲﾄ ○ ○A82

目地近似色EFF1322E ﾗｲﾂﾗｲﾄｸﾞﾚｰE ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197

目地近似色※EFF1323E ﾗｲﾂｵﾚﾝｼﾞE ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

目地色EFF1324E ﾗｲﾂﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰE Tﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○171

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾚﾝﾄｽｸﾗｯﾁ EFF071F ｾﾚﾅｽMGﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面ｲﾒｰｼﾞ色※EFF072F ｾﾚﾅｽMGｱﾌﾟﾘｺｯﾄ Nﾒﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C82

表面近似色EFF073F ｾﾚﾅｽMGﾊﾆｰ Nﾊﾆｰｲｴﾛｰ ○ ○C90

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF075H ｾﾚﾅｽMGｴﾎﾞﾆｰ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 i-cube ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ

54（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 i-cube ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面色ｱﾙﾓﾆ EJB8521EK ﾐｽﾄE ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

表面色EJB8522EK ﾃﾞｻﾞｰﾄE ﾏｲﾙﾄﾞﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○169

表面近似色EJB8523EK ﾅﾁｭﾗﾙE ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432

表面色EJB8524EK ｸﾗｳﾄﾞE ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

目地近似色ｴﾄﾌ EJB8121EK ｼﾙｸE ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71

目地近似色EJB8123EK ｴｽﾌﾟﾚｯｿE Nﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B16

目地近似色EJB8124EK ﾓﾉｸﾛｰﾑE KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

目地近似色EJB8126EK(受) ﾌﾟﾗﾁﾅE Nﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B16

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 NOHASｼﾘｰｽﾞ PREMIUM
ｲﾒｰｼﾞ色ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｳｯﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG2410NK ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝMG30 ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

ｲﾒｰｼﾞ色ELG2411NK ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸMG30 ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

目地色ELG241NK ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝMG30 ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

ｲﾒｰｼﾞ色ELG245NK ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭMG30 Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ色ELG246NK ﾎﾜｲﾄｷｬﾒﾙMG30 ｻﾀｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○490

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG247NK ｽﾓｰｸｼﾙﾊﾞｰMG30 ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELG248NK ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶｰMG30 KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

ｲﾒｰｼﾞ色ELG249NK ﾉｰｽｸﾞﾘｰﾝMG30 ｱｯｻﾑｸﾞﾘｰﾝ ○ ○L17

表面近似色ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちっ放し16 ELG432NK MGｸﾞﾚｰ30 AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｬﾙﾑﾛｯｸ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG283FK ﾏﾊﾋﾞMGﾙﾋﾞｰ30 Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELG284FK ﾏﾊﾋﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ30 ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG285FK ﾏﾊﾋﾞMGｽﾓｰｸ30 KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 NOHASｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
目地色ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｳｯﾄﾞ EPC762FK ｽｷﾑﾄﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ Nﾏｲｽﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○856

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPC763FK ｽｷﾑﾄﾞMGﾁｬｺｰﾙ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

ｲﾒｰｼﾞ色ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｳｯﾄﾞ EPC2410FK ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝMG ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

ｲﾒｰｼﾞ色EPC2410NK ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝMG ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

ｲﾒｰｼﾞ色EPC2411FK ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸMG ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

ｲﾒｰｼﾞ色EPC2411NK ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸMG ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

目地色EPC241FK ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝMG ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

目地色EPC241NK ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝMG ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

目地色EPC243FK ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝMG ｶﾝﾄﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○243

目地色EPC243NK ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝMG ｶﾝﾄﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○243

ｲﾒｰｼﾞ色EPC245FK ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭMG Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ色EPC245NK ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭMG Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ色EPC246FK ﾎﾜｲﾄｷｬﾒﾙMG ｻﾀｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○490

ｲﾒｰｼﾞ色EPC246NK ﾎﾜｲﾄｷｬﾒﾙMG ｻﾀｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○490

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPC247FK ｽﾓｰｸｼﾙﾊﾞｰMG ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPC247NK ｽﾓｰｸｼﾙﾊﾞｰMG ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

ｲﾒｰｼﾞ近似色EPC248FK ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶｰMG KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

ｲﾒｰｼﾞ近似色EPC248NK ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶｰMG KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16

表面近似色ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちっ放し16 EPC432FK MGｸﾞﾚｰII AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面近似色EPC432NK MGｸﾞﾚｰII AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｬﾙﾑﾛｯｸ EPC281FK ﾏﾊﾋﾞMGﾎﾜｲﾄ ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○K26

ｲﾒｰｼﾞ近似色EPC283LK ﾏﾊﾋﾞMGﾙﾋﾞｰ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

55（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 NOHASｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｬﾙﾑﾛｯｸ EPC284LK ﾏﾊﾋﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPC285LK ﾏﾊﾋﾞMGｽﾓｰｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面色ﾏｲｽﾀｰｳｯﾄﾞ調 EPC931LK ｽﾃｲﾝMGｸﾞﾘｰﾝ Nﾄﾗｽﾃｨｰｸﾞﾘｰﾝ ○ ○B26

表面近似色EPC932LK ｽﾃｲﾝMGｺｺｱ Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色EPC933LK ｽﾃｲﾝMGﾁｬｺｰﾙ Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 PREMIUM
表面近似色ｸﾚﾐﾅｳｫｰﾙ調 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG161FK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ELG162FK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄ30 KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色ELG165FK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ30 ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色ｺｼｭｶ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG191FK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ELG192FK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄ30 AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色ELG194FK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ30 ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色しぶき ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG5311FK ﾗﾌﾗMGﾌﾞﾗｯｸ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ELG536FK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄ30 AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色ELG538FK ﾗﾌﾗMGﾋﾟｭｱｱｲﾎﾞﾘｰ30 Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面近似色ELG539FK ｵﾘｱﾝMGﾎﾜｲﾄ30 ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色ﾌｨｰﾉ調 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG3811FK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色ELG3812FK ﾊﾟﾃｨMGﾎﾜｲﾄ30 KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色ELG386FK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄ30 AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地近似色ﾌﾗｰｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG941FK ﾌﾞﾚｽMGﾎﾜｲﾄ30 Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

目地近似色ELG942FK ﾌﾞﾚｽMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELG945FK ﾌﾞﾚｽMGﾋﾞﾀｰ30 ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

表面近似色ﾏｸﾞｰﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG721NK ﾙﾌｨﾈMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色ELG723NK ﾙﾌｨﾈMGｸﾞﾚｰ30 ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面色ELG724NK ﾙﾌｨﾈMGﾌﾞﾗｯｸ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Vｼﾘｰｽﾞ
表面近似色ｱﾌｪｯﾄV EDA5352FK ﾌﾞﾘｼﾞｪﾌﾞﾗｯｸ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Vｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
表面近似色ｱﾌｪｯﾄV EFA5351FK ﾌﾞﾘｼﾞｪMGｾﾋﾟｱ ﾐｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○382

ｲﾒｰｼﾞ色ｷｱﾝｶV EFA5651NK ｱｲﾘｵMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EFA5652NK ｱｲﾘｵMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFA5653NK ｱｲﾘｵMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFA5654NK ｱｲﾘｵMGﾁｬｺｰﾙ Kﾂｰﾄﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○645

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ｸﾞﾚｲﾝｳｯﾄﾞV EFA2251FK ｽﾍﾟﾘｵMGﾅﾁｭﾗﾙ Nﾌﾟﾚｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C89

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFA2255LK ｽﾍﾟﾘｵMGﾌﾞﾗｯｸ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFA2256FK ｽﾍﾟﾘｵMGｳｫﾙﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333

表面近似色ｺｼｭｶV EFA1951GK ﾏﾃﾚMGﾈｲﾋﾞｰ Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11

表面近似色EFA1952GK ﾏﾃﾚMGﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面色EFA1953GK ﾏﾃﾚMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EFA1954GK ﾏﾃﾚMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

ｲﾒｰｼﾞ色ｺﾙﾓｽﾄｰﾝ調V EFX3351CK ﾌｫﾝﾄﾞMGｼｭｶﾞｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ｲﾒｰｼﾞ色EFX3351FK ﾌｫﾝﾄﾞMGｼｭｶﾞｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ｲﾒｰｼﾞ色EFX3351NK ﾌｫﾝﾄﾞMGｼｭｶﾞｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

56（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Vｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
表面近似色ｺﾙﾓｽﾄｰﾝ調V EFX3352CK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾘｰﾌ ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

表面近似色EFX3352FK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾘｰﾌ ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

表面近似色EFX3352NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾘｰﾌ ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

表面近似色EFX3353AK ﾌｫﾝﾄﾞMGｼｮｺﾗ Kﾂｰﾄﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○645

表面近似色EFX3353RK ﾌｫﾝﾄﾞMGｼｮｺﾗ Kﾂｰﾄﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○645

表面近似色EFX3355CK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾀﾞｰｸ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061

表面近似色EFX3355FK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾀﾞｰｸ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061

表面近似色EFX3355NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾀﾞｰｸ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061

表面近似色ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちっ放し16V EFA4351NK ｺﾝｸﾘｰﾄMGﾗｲﾄｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

目地色ｼｪｰﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ調V EFX3253EK ｺｯﾄMGﾐﾙｸ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

目地色EFX3253FK ｺｯﾄMGﾐﾙｸ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

目地近似色EFX3254DK ｺｯﾄMGﾎﾞﾙﾄﾞ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

目地近似色EFX3254LK ｺｯﾄMGﾎﾞﾙﾄﾞ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面色しぶきV EF5356CK ﾌﾟﾗﾑMGﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄII ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EF5357GK ﾌﾟﾗﾑMGｱｯｼｭII Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面近似色EF5357JK ﾌﾟﾗﾑMGｱｯｼｭII Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面近似色EF5358GK ﾌﾟﾗﾑMGｸﾘｰﾑII Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面近似色EF5358JK ﾌﾟﾗﾑMGｸﾘｰﾑII Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面色EF5359GK ﾌﾟﾗﾑMGﾌﾞﾗｳﾝII Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面色EF5359JK ﾌﾟﾗﾑMGﾌﾞﾗｳﾝII Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面色EF5361GK ﾌﾟﾗﾑMGﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄII ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色EF5362GK ﾌﾟﾗﾑMGｾﾋﾟｱII Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面色EF5362JK ﾌﾟﾗﾑMGｾﾋﾟｱII Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｬﾙﾑﾛｯｸV EFA2851FK ｺﾝﾃｨMGﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面近似色EFA2852FK ｺﾝﾃｨMGｱｯｼｭ ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFA2853FK ｺﾝﾃｨMGｱｲﾎﾞﾘｰ Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFA2854FK ｺﾝﾃｨMGﾌﾞﾗｳﾝ Aｸﾞﾚｲﾓﾀﾞﾝ ○ ○894

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFA2855FK ｺﾝﾃｨMGｸﾞﾚｰ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

目地色ｽﾌﾟﾘｯﾄｽﾄｰﾝ調V EFX1651GK ｱﾌﾟﾗMGｸﾘｰﾑ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地色EFX1651NK ｱﾌﾟﾗMGｸﾘｰﾑ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地色EFX1652GK ｱﾌﾟﾗMGﾜｲﾝ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地色EFX1652NK ｱﾌﾟﾗMGﾜｲﾝ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

目地近似色EFX1653GK ｱﾌﾟﾗMGｷｬﾛｯﾄ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○658

目地近似色EFX1653NK ｱﾌﾟﾗMGｷｬﾛｯﾄ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○658

表面色ｾﾘｵｽﾀｲﾙV EFX1351CK ﾌﾟﾗﾑMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色EFX1351GK ﾌﾟﾗﾑMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色EFX1352CK ﾌﾟﾗﾑMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面色EFX1352GK ﾌﾟﾗﾑMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面色EFX1352JK ﾌﾟﾗﾑMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色EFX1354GK ﾌﾟﾗﾑMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色EFX1354JK ﾌﾟﾗﾑMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地色ﾃﾞｨｽﾀｼｪｲﾄﾞV EFA5451YK ｽﾄﾚﾑMGﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

目地色EFA5452YK ｽﾄﾚﾑMGｸﾘｰﾑ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面色EFA5453YK ｽﾄﾚﾑMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾀｰｷｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○Q19

57（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Vｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾃﾞｨｽﾀｼｪｲﾄﾞV EFA5454LK ｽﾄﾚﾑMGｾﾋﾟｱ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面色ﾅﾁｭﾗﾙﾗｲﾝV EFX3751GK ﾌﾟﾗﾑMGﾎﾜｲﾄII ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色EFX3752GK ﾌﾟﾗﾑMGｱｲﾎﾞﾘｰII ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色EFX3754TK ﾌﾟﾗﾑMGﾁｬｺｰﾙII ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色EFX3757GK ﾌﾟﾗﾑMGﾌﾞﾙｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

目地色ﾎﾟﾒﾛｽﾄｰﾝ調V EFX4051EK ｴｱﾙMGｽﾉｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

目地色EFX4051FK ｴｱﾙMGｽﾉｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

目地色EFX4052DK ｴｱﾙMGﾄﾘｭﾌ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

目地色EFX4052LK ｴｱﾙMGﾄﾘｭﾌ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

目地色EFX4053DK ｴｱﾙMGｼｮｺﾗ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

目地色EFX4053LK ｴｱﾙMGｼｮｺﾗ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

目地近似色※EFX4054EK ｴｱﾙMGﾌﾟﾗﾁﾅ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

目地近似色※EFX4054FK ｴｱﾙMGﾌﾟﾗﾁﾅ ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197

目地近似色EFX4055EK ｴｱﾙMGｱｯｼｭｸﾞﾚｰ Sｸﾞﾚｰ ○ ○097

目地近似色EFX4055FK ｴｱﾙMGｱｯｼｭｸﾞﾚｰ Sｸﾞﾚｰ ○ ○097

目地色EFX4057EK ｴｱﾙMGﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地色EFX4057FK ｴｱﾙMGﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ﾎﾞﾙﾌﾞｽﾄｰﾝ調V EFX3151FK ｴｱﾙMGｽﾉｰ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面近似色EFX3151NK ｴｱﾙMGｽﾉｰ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFX3152FK ｴｱﾙMGﾗﾃ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFX3152NK ｴｱﾙMGﾗﾃ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFX3153LK ｴｱﾙMGﾄﾘｭﾌ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

表面ｲﾒｰｼﾞ色EFX3153RK ｴｱﾙMGﾄﾘｭﾌ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

表面近似色ﾏｲｽﾀｰｳｯﾄﾞ調V EF9351FK ｲﾃﾞｱﾙMGｷｬﾒﾙ Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91

表面近似色EF9351GK ｲﾃﾞｱﾙMGｷｬﾒﾙ Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91

表面色EF9355FK ｲﾃﾞｱﾙMGﾎﾞﾙﾄﾞｰ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815

表面色EF9355GK ｲﾃﾞｱﾙMGﾎﾞﾙﾄﾞｰ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815

目地色EF9356FK ｲﾃﾞｱﾙMGﾁｬｺｰﾙ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

目地色EF9356GK ｲﾃﾞｱﾙMGﾁｬｺｰﾙ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

表面近似色EF9357FK ｲﾃﾞｱﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色EF9357GK ｲﾃﾞｱﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ Nﾏｲｽﾀｰｺｺｱ ○ ○719

表面近似色ﾐﾗｰｼﾞｭﾀｲﾙV EFX3951CK ｴﾒMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EFX3951N2K ｴﾒMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面EFX3953CK ｴﾒMGﾌﾞﾗｳﾝ Aｸﾞﾚｲﾓﾀﾞﾝ ○ ○894

表面EFX3953N2K ｴﾒMGﾌﾞﾗｳﾝ Aｸﾞﾚｲﾓﾀﾞﾝ ○ ○894

表面近似色EFX3954AK ｴﾒMGﾁｬｺｰﾙ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

表面近似色EFX3954N2K ｴﾒMGﾁｬｺｰﾙ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

表面近似色ﾓﾅﾋﾞｽﾄｰﾝV EFA5251GK ﾌﾛｰMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EFA5252GK ﾌﾛｰMGﾎﾜｲﾄ ﾚｸﾞﾎﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○N29

表面色EFA5253GK ﾌﾛｰMGｸﾘｰﾑ Tﾌﾛｽﾎﾜｲﾄ ○ ○A82

表面色EFA5254TK ﾌﾛｰMGﾈｲﾋﾞｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色ﾘｰｶﾞｽﾄｰﾝ調V EFX3451CK ﾗﾝﾀﾞMGﾗﾃ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

表面近似色EFX3451N2K ﾗﾝﾀﾞMGﾗﾃ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

表面近似色EFX3452AK ﾗﾝﾀﾞMGﾄﾘｭﾌ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

58（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Vｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
表面近似色ﾘｰｶﾞｽﾄｰﾝ調V EFX3452N2K ﾗﾝﾀﾞMGﾄﾘｭﾌ ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170

表面近似色EFX3453CK ﾗﾝﾀﾞMGﾊﾟｳﾀﾞｰ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面近似色EFX3453N2K ﾗﾝﾀﾞMGﾊﾟｳﾀﾞｰ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFX3455CK ﾗﾝﾀﾞMGﾌﾟﾗﾁﾅ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFX3455N2K ﾗﾝﾀﾞMGﾌﾟﾗﾁﾅ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面近似色EFX3457CK ﾗﾝﾀﾞMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色EFX3457N2K ﾗﾝﾀﾞMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面色ﾛｯｸﾗｲﾝV EF9051GK ﾌﾟﾗﾑMGﾎﾜｲﾄII ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色EF9052GK ﾌﾟﾗﾑMGｱｲﾎﾞﾘｰII ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面色EF9053GK ﾌﾟﾗﾑMGｱｯｼｭII Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面近似色EF9054GK ﾌﾟﾗﾑMGｸﾘｰﾑII Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｵﾍﾟﾘｱ60ｼﾘｰｽﾞ
表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾊﾟﾙﾑﾎﾞｰﾀﾞｰ調GS EQG4821EK ﾊﾟﾙﾑMGﾍﾞｰｼﾞｭE ﾀｳﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○079

表面ｲﾒｰｼﾞ色EQG4822EK ﾊﾟﾙﾑMGｱﾌﾟﾘｺｯﾄE ｵﾗﾝｼﾞｭｲｴﾛｰ ○ ×N73

表面ｲﾒｰｼﾞ色EQG4824EK ﾊﾟﾙﾑMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄE AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EQG4825EK ﾊﾟﾙﾑMGﾌﾞﾗｯｸE ﾂｰﾄﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○085

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾍﾞｲｸﾙｽﾄｰﾝ調GS EQG5121EK ﾍﾞｲｸﾙMGｵﾌﾎﾜｲﾄE ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EQG5122EK ﾍﾞｲｸﾙMGﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝE ｻﾀｰﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○490

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EQG5123EK ﾍﾞｲｸﾙMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝE Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EQG5124EK ﾍﾞｲｸﾙMGﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝE ﾋﾋﾞｷｵｰｶｰ ○ ○522

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾑｽﾀｰｽﾄｰﾝ調GS EQG6221EK ﾑｽﾀｰMGｼｪﾙﾎﾜｲﾄE ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EQG6222EK ﾑｽﾀｰMGｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｲE Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EQG6223EK ﾑｽﾀｰMGｺﾙｸE ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○499

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｵﾍﾟﾘｱｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
ｲﾒｰｼﾞ色ｱﾘｴｯﾀ EJB3621EK ﾃﾞﾘｴMGﾎﾜｲﾄE ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB3622EK ﾃﾞﾘｴMGｱｲﾎﾞﾘｰE ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

ｲﾒｰｼﾞ色EJB3623EK ﾃﾞﾘｴMGｴｱｸﾞﾚｰE ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰM ○ ○054

ｲﾒｰｼﾞ色EJB3624EK ﾃﾞﾘｴMGｸﾛｰﾑE Sｸﾞﾚｰ ○ ○097

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｳｯﾄﾞｼｪｲｸII EJB6521EK ｼｭﾋﾟﾈMGｱｯｼｭE Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB6522EK ｼｭﾋﾟﾈMGﾅﾁｭﾗﾙE ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB6523EK ｼｭﾋﾟﾈMGﾌﾞﾗｳﾝE ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

ｲﾒｰｼﾞ色ｽﾃｨｯｸｳｯﾄﾞ EJB3721EK ｽﾃｨｯｸMGｱｯｼｭE Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面ｲﾒｰｼﾞ色EJB3723EK ｽﾃｨｯｸMGﾌﾞﾗｳﾝE ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB3724EK ｽﾃｨｯｸMGｱｿｰﾄE ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｾｺﾗｽﾄｰﾝ EJB9621EK ｾｺﾗMGﾎﾜｲﾄE ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB9622EK ｾｺﾗMGﾍﾞｰｼﾞｭE Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB9623EK ｾｺﾗMGｸﾞﾚｰE ﾌﾞﾗｳﾝM ○ ○051

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB9624EK ｾｺﾗMGﾌﾞﾗｳﾝE ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾄﾗﾝﾃﾞｨｳｯﾄﾞ EJB9521EK ﾄﾗﾝMGﾎﾜｲﾄE ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB9522EK ﾄﾗﾝMGﾅﾁｭﾗﾙE Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB9523EK ﾄﾗﾝMGﾌﾞﾗｳﾝE ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB9524EK ﾄﾗﾝMGｸﾞﾚｰE ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾊﾟﾙﾑﾎﾞｰﾀﾞｰ調 EJB4821EK ﾊﾟﾙﾑMGﾍﾞｰｼﾞｭE ﾀｳﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○079

表面ｲﾒｰｼﾞ色EJB4824EK ﾊﾟﾙﾑMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄE AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

59（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｵﾍﾟﾘｱｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾊﾟﾙﾑﾎﾞｰﾀﾞｰ調 EJB4825EK ﾊﾟﾙﾑMGﾌﾞﾗｯｸE ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096

目地色ﾋﾞﾛｰﾈﾌﾞﾘｯｸ調 EJB4921EK ﾋﾞﾛｰﾈMGｵﾚﾝｼﾞE AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地色EJB4922EK ﾋﾞﾛｰﾈMGﾚｯﾄﾞE KMﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○A78

目地近似色EJB4923EK ﾋﾞﾛｰﾈMGﾌﾞﾗｳﾝE THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地色EJB4924EK ﾋﾞﾛｰﾈMGﾛｰｽﾞｸﾞﾚｲE KMﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○A78

ｲﾒｰｼﾞ色ﾌｫﾘｭｰﾚ EJB3521EK ﾚｱﾛMGﾎﾜｲﾄE KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色EJB3523EK ﾚｱﾛMGﾌﾞﾗｳﾝE ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB3524EK ﾚｱﾛMGﾚｯﾄﾞE Nﾒﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C82

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB3525EK ﾚｱﾛMGﾌﾞﾗｯｸE ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾗｲﾄｵｰﾔ調 EJB2221EK ｵｰﾔMGﾎﾜｲﾄE ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB2222EK ｵｰﾔMGﾍﾞｰｼﾞｭE ｽﾄﾛｰ ○ ○151

ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB2223EK ｵｰﾔMGﾌﾞﾗｳﾝE Nﾌﾟﾗﾁﾅﾎﾜｲﾄ ○ ○C83

ｲﾒｰｼﾞ色ﾘﾅﾙﾓ EJB8621EK ﾘﾅﾙﾓMGﾎﾜｲﾄE ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB8622EK ﾘﾅﾙﾓMGｸﾞﾚｰE ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197

表面ｲﾒｰｼﾞ色EJB8623EK ﾘﾅﾙﾓMGｼﾙｸE Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EJB8624EK ﾘﾅﾙﾓMGｲｴﾛｰE ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｸﾞﾗﾝｽﾍﾟｯｸ60
表面近似色ﾘﾌﾞ9(ﾓﾉｶﾗｰ) EDS2312NK ｱｸﾞﾚｱﾈｲﾋﾞｰ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色EDS2313NK ｱｸﾞﾚｱﾌﾞﾗｯｸ(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｸﾞﾗﾝｽﾍﾟｯｸ60 PREMIUM
表面色ｱﾌｪｯﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG701FK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色ELG702FK ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ30 ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色ｴｸﾗﾙﾈ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG741NK ｴｸﾗMGﾎﾜｲﾄ30 Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

表面近似色ELG742NK ｴｸﾗMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色ELG743NK ｴｸﾗMGｸﾞﾚｰ30 AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面近似色ELG744NK ｴｸﾗMGﾌﾞﾗｯｸ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地近似色ｷﾞｶﾞﾛ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG771NK ﾘｰﾍﾞMGﾎﾜｲﾄ30 ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511

目地色ELG772NK ﾘｰﾍﾞMGｸﾞﾚｰ30 ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

目地近似色ELG773NK ﾘｰﾍﾞMGｷｬﾒﾙ30 ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

目地色ELG774NK ﾘｰﾍﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ30 KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

表面ｲﾒｰｼﾞ色ｺｰﾄﾘｰｳｯﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG493FK ﾄﾗﾝｸMGﾊﾞｰﾁ30 ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼﾞ ○ ○J73

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG494FK ﾄﾗﾝｸMGｳｫﾙﾅｯﾄ30 ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG495FK ﾄﾗﾝｸMGﾌﾞﾗｯｸ30 Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

目地色ｽﾃｯﾌﾟﾓｻﾞｲｸ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG471NK ﾘﾍﾟﾈMGﾎﾜｲﾄ30 KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地近似色ELG474NK ﾘﾍﾟﾈMGｺｺｱ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地近似色ELG475NK ﾘﾍﾟﾈMGﾁｬｺｰﾙ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ﾃﾞﾆｯｼｭ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG751NK ﾃﾞﾆｯｼｭMGﾎﾜｲﾄ30 Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

表面近似色ELG752NK ﾃﾞﾆｯｼｭMGｸﾞﾚｰ30 AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

表面色ELG753NK ﾃﾞﾆｯｼｭMGﾁｬｺｰﾙ30 ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色ELG754NK ﾃﾞﾆｯｼｭMGﾈｲﾋﾞｰ30 Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面色ﾄﾞﾘｯﾄﾛｯｸ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG511FK ｺﾙﾃMGﾎﾜｲﾄ30 KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色ELG512FK ｺﾙﾃMGﾍﾞｰｼﾞｭ30 ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色ELG513FK ｺﾙﾃMGﾌﾞﾗｯｸ30 ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面近似色ﾓﾅﾋﾞｽﾄｰﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG521FK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ30 ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

60（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｸﾞﾗﾝｽﾍﾟｯｸ60 PREMIUM
表面近似色ﾓﾅﾋﾞｽﾄｰﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG522FK ﾊﾟﾃｨMGﾎﾜｲﾄ30 KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色ELG525FK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ30 ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面色ELG527FK ﾊﾟﾃｨMGﾈｲﾋﾞｰ30 Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

目地近似色ﾗﾄﾞｰﾚ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG481FK ｲｽﾄﾜMGﾎﾜｲﾄ30 Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757

目地近似色ELG483FK ｲｽﾄﾜMGﾃﾗｺｯﾀ30 ﾂｰﾄﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○085

目地近似色ELG485FK ｲｽﾄﾜMGｴﾎﾞﾆｰ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色無垢板型枠RCｳｫｰﾙ16 ELG731NK MGｸﾞﾚｰ30 AGｸﾞﾚｰ ○ ○656

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｸﾞﾗﾝｽﾍﾟｯｸ60 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面色ｱﾌｪｯﾄ EPS531EK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EPS531YK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EPS532DK ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色EPS532LK ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面色EPS534DK ﾗﾌﾗMGｲｴﾛｰ ﾌｫｰﾘｯｼﾞｲｴﾛｰ ○ ×L25

表面色EPS534YK ﾗﾌﾗMGｲｴﾛｰ ﾌｫｰﾘｯｼﾞｲｴﾛｰ ○ ×L25

表面ｲﾒｰｼﾞ色ｺｰﾄﾘｰｳｯﾄﾞ EPS491FK ﾄﾗﾝｸMGｱｯｼｭ ﾋﾞｽﾀﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○842

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPS492FK ﾄﾗﾝｸMGﾅﾁｭﾗﾙ ﾕｰﾛﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○474

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPS493FK ﾄﾗﾝｸMGﾊﾞｰﾁ ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼﾞ ○ ○J73

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPS494FK ﾄﾗﾝｸMGｳｫﾙﾅｯﾄ ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPS495LK ﾄﾗﾝｸMGﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

目地色ｽﾃｯﾌﾟﾓｻﾞｲｸ EPS471FK ﾘﾍﾟﾈMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地色EPS471NK ﾘﾍﾟﾈMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地近似色EPS472FK ﾘﾍﾟﾈMGｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062

目地近似色EPS472NK ﾘﾍﾟﾈMGｱﾌﾟﾘｺｯﾄ ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062

目地近似色EPS474LK ﾘﾍﾟﾈMGｺｺｱ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地近似色EPS474RK ﾘﾍﾟﾈMGｺｺｱ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地近似色EPS475LK ﾘﾍﾟﾈMGﾁｬｺｰﾙ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地近似色EPS475RK ﾘﾍﾟﾈMGﾁｬｺｰﾙ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面色ﾄﾞﾘｯﾄﾛｯｸ EPS511FK ｺﾙﾃMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EPS512FK ｺﾙﾃMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色EPS513LK ｺﾙﾃMGﾌﾞﾗｯｸ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

表面近似色ﾌﾗｯﾄｳｫｰﾙ EPS241NK ｱｸﾞﾚｱMGﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

表面近似色EPS242NK ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

表面近似色EPS243NK ｱｸﾞﾚｱMGﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾒﾛｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○794

表面近似色ﾓﾅﾋﾞｽﾄｰﾝ EPS521EK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EPS521YK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EPS522EK ﾊﾟﾃｨMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EPS522YK ﾊﾟﾃｨMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EPS523EK ﾌﾛｽﾄMGﾍﾞｰｼﾞｭ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109

表面近似色EPS523YK ﾌﾛｽﾄMGﾍﾞｰｼﾞｭ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109

目地近似色EPS525DK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地近似色EPS525LK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色EPS527EK ﾊﾟﾃｨMGﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

EPS528EK ﾊﾟﾃｨMGﾓｽｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

EPS529EK ﾊﾟﾃｨMGﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

61（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｸﾞﾗﾝｽﾍﾟｯｸ60 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
目地近似色ﾗﾄﾞｰﾚ EPS481FK ｲｽﾄﾜMGﾎﾜｲﾄ Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757

目地近似色EPS483FK ｲｽﾄﾜMGﾃﾗｺｯﾀ ﾂｰﾄﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○085

目地近似色EPS484FK ｲｽﾄﾜMGﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾂｰﾄﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○085

表面近似色ﾘﾌﾞ9(ﾓﾉｶﾗｰ) EPS231NK ｱｸﾞﾚｱMGﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙｼﾘｰｽﾞI PREMIUM
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｺﾙﾓｽﾄｰﾝ調 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG331NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ30 ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面色ELG332NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾓｽ30 ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

表面色ELG333NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ30 Kﾂｰﾄﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○645

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG336NK ﾌｫﾝﾄﾞMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG338NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ30 ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色ELG339NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｯｸ30 ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

目地色ｼｪｰﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ調 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG321NK ｺｯﾄMGﾏﾛﾝ30 ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

目地近似色ELG324NK ｺｯﾄMGﾎﾜｲﾄ30 ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

目地近似色ELG326NK ｺｯﾄMGｵﾚﾝｼﾞ30 Nﾒﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C82

目地色ELG327NK ｺｯﾄMGｸﾞﾚｰ30 ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ色ﾃﾞｨﾊﾞﾘｽ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG711FK ｳﾞｧﾘｽMGﾎﾜｲﾄ30 ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ色ELG712FK ｳﾞｧﾘｽMGﾍﾞｰｼﾞｭ30 ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELG713FK ｳﾞｧﾘｽMGｲｴﾛｰ30 ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELG714FK ｳﾞｧﾘｽMGﾌﾞﾗｯｸ30 KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

目地色ﾎﾟﾒﾛｽﾄｰﾝ調 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG401NK ｴｱﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地近似色ELG407NK ｴｱﾙMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ30 ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地色ELG408NK ｴｱﾙMGﾈﾛ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾘｰｶﾞｽﾄｰﾝ調 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG342NK ﾗﾝﾀﾞMGﾁｬｺｰﾙ30 KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

ｲﾒｰｼﾞ色ELG344NK ﾗﾝﾀﾞMGﾎﾜｲﾄ30 ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG346NK ﾗﾝﾀﾞMGｸﾞﾚｰｼﾞｭ30 ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG347NK ﾗﾝﾀﾞMGﾈﾛ30 KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾘﾝﾄﾛｯｸ調 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG181NK ﾗｸﾙMGﾎﾜｲﾄ30 KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面色ELG182NK ﾗｸﾙMGﾍﾞｰｼﾞｭ30 ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色ELG183NK ﾗｸﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ30 ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾚﾊﾞﾝﾀ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELG681NK ｾﾙﾊﾞMGﾎﾜｲﾄ30 Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ELG683NK ｾﾙﾊﾞMGｲｴﾛｰ30 ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

表面ｲﾒｰｼﾞ色ELG684NK ｾﾙﾊﾞMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ30 Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙｼﾘｰｽﾞI ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ｱｳﾗｽﾄｰﾝ調 EPB883FK MG炎墨(えんぼく) Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPB883RK MG炎墨(えんぼく) Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB884FK MG薄月(はくづき) ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB884NK MG薄月(はくづき) ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色EPB886FK MG檀茶(だんちゃ) KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57

表面近似色EPB886NK MG檀茶(だんちゃ) KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57

表面ｲﾒｰｼﾞ色ｵﾙﾃﾞﾐｭｰﾙ調 EPB101NK ﾓﾃﾞﾗMGｱｯｼｭ KMﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○A78

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB102NK ﾓﾃﾞﾗMGｸﾘｰﾑ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB104NK ﾓﾃﾞﾗMGﾌﾞﾗｳﾝ KMｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○890

表面色！ｸﾞﾗﾍﾞﾘｰﾙ EPB291FK ｲｽﾄﾜMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地色！EPB291FK ｲｽﾄﾜMGﾎﾜｲﾄ Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757

62（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙｼﾘｰｽﾞI ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
目地色ｸﾞﾗﾍﾞﾘｰﾙ EPB293FK ｲｽﾄﾜMGﾃﾗｺｯﾀ ﾂｰﾄﾝﾚｯﾄﾞ ○ ○085

目地色！EPB295LK ｲｽﾄﾜMGｴﾎﾞﾆｰ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色！EPB295LK ｲｽﾄﾜMGｴﾎﾞﾆｰ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｺﾙﾓｽﾄｰﾝ調 EPB331FK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ｲﾒｰｼﾞ近似色EPB331NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面色EPB332FK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾓｽ ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

表面色EPB332NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾓｽ ｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭｱｰﾊﾞﾝ ○ ○179

表面色EPB333FK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ Kﾂｰﾄﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○645

表面色EPB333NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ Kﾂｰﾄﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○645

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB336FK ﾌｫﾝﾄﾞMGｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB336NK ﾌｫﾝﾄﾞMGｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB338FK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB338NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色EPB339FK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

表面近似色EPB339NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｯｸ ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

目地色ｼｪｰﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ調 EPB321FK ｺｯﾄMGﾏﾛﾝ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

目地色EPB321NK ｺｯﾄMGﾏﾛﾝ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

目地近似色EPB324FK ｺｯﾄMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

目地近似色EPB324NK ｺｯﾄMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面ｲﾒｰｼﾞ色ｽﾘｯｼﾞ EPB691NK ﾙﾘﾌMGﾎﾜｲﾄ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPB692NK ﾙﾘﾌMGｵﾚﾝｼﾞ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾝﾊﾞｰ ○ ○441

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPB693NK ﾙﾘﾌMGﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E58

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPB694NK ﾙﾘﾌMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061

目地色ﾆｭｰｽﾌﾟﾘｯﾄｽﾄｰﾝ調 EPB571NK ﾚｾﾞﾙMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地近似色EPB572NK ﾚｾﾞﾙMGｱｰﾓﾝﾄﾞ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色EPB573NK ﾚｾﾞﾙMGｴｽﾌﾟﾚｯｿ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

目地色ﾎﾟﾒﾛｽﾄｰﾝ調 EPB401FK ｴｱﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色EPB401NK ｴｱﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地近似色EPB407FK ｴｱﾙMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地近似色EPB407NK ｴｱﾙMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地色EPB408FK ｴｱﾙMGﾈﾛ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地色EPB408NK ｴｱﾙMGﾈﾛ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ｲﾒｰｼﾞ色ﾎﾞﾙﾌﾞｽﾄｰﾝ調 EPB311FK ｴｱﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ｲﾒｰｼﾞ色EPB311NK ｴｱﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB312FK ｴｱﾙMGﾏﾛﾝ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB312NK ｴｱﾙMGﾏﾛﾝ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

目地色EPB313LK ｴｱﾙMGﾁｬｺｰﾙ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

目地色EPB313RK ｴｱﾙMGﾁｬｺｰﾙ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

ｲﾒｰｼﾞ色ﾐﾗｰｼﾞｭﾀｲﾙ EPB391NK ｴｱﾙMGﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPB392RK ｴｱﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ Aｸﾞﾚｲﾓﾀﾞﾝ ○ ○894

ｲﾒｰｼﾞ色EPB393RK ｴｱﾙMGﾌﾞﾗｯｸ KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾘｰｶﾞｽﾄｰﾝ調 EPB341NK ﾗﾝﾀﾞMGﾏﾛﾝ Tｳｫｯｼｭﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○781

ｲﾒｰｼﾞ近似色EPB342RK ﾗﾝﾀﾞMGﾁｬｺｰﾙ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

ｲﾒｰｼﾞ色EPB344NK ﾗﾝﾀﾞMGﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

63（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙｼﾘｰｽﾞI ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾘｰｶﾞｽﾄｰﾝ調 EPB346NK ﾗﾝﾀﾞMGｸﾞﾚｰｼﾞｭ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB347LK ﾗﾝﾀﾞMGﾈﾛ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾘﾝﾄﾛｯｸ調 EPB181NK ﾗｸﾙMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面色EPB182NK ﾗｸﾙMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色EPB183RK ﾗｸﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

表面ｲﾒｰｼﾞ色ﾚﾊﾞﾝﾀ EPB681NK ｾﾙﾊﾞMGﾎﾜｲﾄ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB682NK ｾﾙﾊﾞMGｱｰﾓﾝﾄﾞ ｴﾚｶﾞﾝﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○466

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EPB683NK ｾﾙﾊﾞMGｲｴﾛｰ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

表面ｲﾒｰｼﾞ色EPB684RK ｾﾙﾊﾞMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面近似色ｸﾚﾐﾅｳｫｰﾙ調 EPA161FK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄII ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EPA161GK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄII ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EPA162FK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄII KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色EPA162GK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄII KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色EPA163FK ｼｭｱMGｱｲﾎﾞﾘｰII Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色EPA163GK ｼｭｱMGｱｲﾎﾞﾘｰII Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色EPA165HK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色EPA165TK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

EPA167EK ﾘﾍﾞﾙMGﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

表面近似色ｺｼｭｶ EPA191GK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄII ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色EPA192GK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄII AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色EPA194TK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色しぶき EPA536GK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄII AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面色EPA537GK ﾗﾌﾗMGｱｯｼｭII Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面近似色EPA538GK ﾗﾌﾗMGﾋﾟｭｱｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面近似色EPA539GK ｵﾘｱﾝMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色ｾﾘｵｽﾀｲﾙ EPA135GK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EPA136GK ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

表面色EPA138GK ｵﾘｱﾝMGﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ﾄﾘﾙ EPA3213GK ﾌﾚｽｺMGﾈｲﾋﾞｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色EPA321GK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄII ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EPA322GK ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色EPA324GK ｶﾙﾓMGｼﾙﾊﾞｰ ﾙﾐﾅｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○199

表面近似色EPA326TK ﾉｰﾏﾙMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

EPA329GK ﾌｨｸﾞMGﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

表面近似色ﾆｭｰｼｬﾄｰｳｫｰﾙ調 EPA1210FK ﾗﾌﾗMGﾋﾟｭｱｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面近似色EPA1210GK ﾗﾌﾗMGﾋﾟｭｱｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面近似色EPA128FK ﾗﾌﾗMGﾎﾜｲﾄII ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面近似色EPA128GK ﾗﾌﾗMGﾎﾜｲﾄII ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面近似色EPA129FK ﾗﾌﾗMGｱｯｼｭII Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面近似色EPA129GK ﾗﾌﾗMGｱｯｼｭII Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

目地近似色ﾆｭｰﾛｯｸﾗｲﾝ EPA906GK ﾌｪﾙﾑMGﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

表面近似色EPA907GK ﾌｪﾙﾑMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色EPA908GK ﾌｪﾙﾑMGﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

64（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面近似色ﾌｨｰﾉ調 EPA3811FK ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色EPA3812FK ﾊﾟﾃｨMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色EPA3814FK ﾊﾟﾃｨMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色EPA384FK ﾌﾛｽﾄMGﾍﾞｰｼﾞｭII ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109

目地近似色ﾌﾗｰｸﾞ EPA941GK ﾌﾞﾚｽMGﾎﾜｲﾄII Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

目地近似色EPA941HK ﾌﾞﾚｽMGﾎﾜｲﾄII Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

目地近似色EPA942GK ﾌﾞﾚｽMGｱｲﾎﾞﾘｰII KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色EPA942HK ﾌﾞﾚｽMGｱｲﾎﾞﾘｰII KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色EPA944GK ﾌﾞﾚｽMGｱｰﾓﾝﾄﾞII ﾘｯﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○740

目地近似色EPA944HK ﾌﾞﾚｽMGｱｰﾓﾝﾄﾞII ﾘｯﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○740

ｲﾒｰｼﾞ近似色EPA945HK ﾌﾞﾚｽMGﾋﾞﾀｰII ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

ｲﾒｰｼﾞ近似色EPA945TK ﾌﾞﾚｽMGﾋﾞﾀｰII ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ18 Fu-ge PREMIUM
表面近似色ｱｺﾙﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS531P ｵｰﾚﾙMGﾎﾜｲﾄ30 ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色ELS532P ｵｰﾚﾙMGｽﾓｰｸｸﾞﾚｰ30 ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078

表面近似色ELS533P ｵｰﾚﾙMGﾁｬｺｰﾙ30 Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色ELS534P ｵｰﾚﾙMGﾈｲﾋﾞｰ30 Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

ｲﾒｰｼﾞ色ｽﾌﾟﾗﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS511P ｱﾊﾞﾀﾞﾝMGﾎﾜｲﾄ30 ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS512P ｱﾊﾞﾀﾞﾝMGｸﾞﾚｰ30 ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS513P ｱﾊﾞﾀﾞﾝMGｴｽﾌﾟﾚｯｿ30 ﾕｰｹﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○369

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS514P ｱﾊﾞﾀﾞﾝMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ30 Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

ｲﾒｰｼﾞ色ﾋﾞﾚﾘｽ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS501P ﾋﾞﾚﾘｽMGﾎﾜｲﾄ30 AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS502P ﾋﾞﾚﾘｽMGﾍﾞｰｼﾞｭ30 Nﾏｲｽﾀｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○722

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS503P ﾋﾞﾚﾘｽMGﾌﾞﾗｳﾝ30 ｶﾙｺｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ×N71

ｲﾒｰｼﾞ近似色ELS504P ﾋﾞﾚﾘｽMGﾁｬｺｰﾙ30 Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色ﾚｲｼｪｲﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS521P ｵｰﾚﾙMGﾎﾜｲﾄ30 ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色ELS522P ｵｰﾚﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色ELS523P ｵｰﾚﾙMGｷｬﾒﾙ30 ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365

表面色ELS524P ｵｰﾚﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ30 ｷｬﾛﾌﾞｺｺｱ ○ ○L66

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ18 Fu-ge ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面ｲﾒｰｼﾞ色ｸﾞﾗﾅﾀﾞｽﾄｰﾝ調 EFF5821E ｸﾞﾗﾅﾀﾞMGﾎﾜｲﾄE ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF5822E ｸﾞﾗﾅﾀﾞMGｲｴﾛｰE Nﾌﾟﾗﾁﾅﾎﾜｲﾄ ○ ○C83

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF5823E ｸﾞﾗﾅﾀﾞMGｸﾞﾚｰE ﾏｲﾙﾄﾞﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○169

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF5824E ｸﾞﾗﾅﾀﾞMGﾌﾞﾗｯｸE ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

目地近似色ｻﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾄﾞ Type-A EQS9101E ｻﾝﾄﾞMGﾎﾜｲﾄE KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色EQS9102E ｻﾝﾄﾞMGﾍﾞｰｼﾞｭE ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511

目地近似色EQS9103E ｻﾝﾄﾞMGｸﾞﾚｰE ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133

目地近似色ｻﾝﾄﾞｸﾞﾘｯﾄﾞ Type-Z EQS9201E ｻﾝﾄﾞMGﾎﾜｲﾄE KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色EQS9202E ｻﾝﾄﾞMGﾍﾞｰｼﾞｭE ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511

目地近似色EQS9203E ｻﾝﾄﾞMGｸﾞﾚｰE ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾐﾗﾍﾞﾙｽﾄｰﾝ調 EFF5721E ﾐﾗﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄE AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

ｲﾒｰｼﾞ近似色※EFF5722E ﾐﾗﾍﾞﾙMGﾍﾞｰｼﾞｭE Tﾍﾞｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ○ ○756

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF5723E ﾐﾗﾍﾞﾙMGﾀﾞｰｸE ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

ｲﾒｰｼﾞ近似色EFF5724E ﾐﾗﾍﾞﾙMGｸﾞﾚｰE ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135

65（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ21 Fu-ge PREMIUM
表面近似色ｲﾌｰｶ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS721P ｲﾌｰｶMGﾎﾜｲﾄ30 Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

表面近似色ELS722P ｲﾌｰｶMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面色ELS723P ｲﾌｰｶMGｸﾞﾚｰ30 ﾓﾀﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○078

表面色ELS724P ｲﾌｰｶMGﾁｬｺｰﾙ30 ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色ｺｺﾉ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ELS711P ｺｺMGﾎﾜｲﾄ30 Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

表面色ELS712P ｺｺMGｷｬﾒﾙ30 Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

ELS713P ｺｺMGｵﾚﾝｼﾞ30 未対応 ZZZ

表面近似色ELS714P ｺｺMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ30 KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14
ｼｬﾄｰｳｫｰﾙ調 MDX120 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ｽﾀｯｺｳｫｰﾙ調 MDX140 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾌﾗｯﾄ MDX100D 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

MDX100Y 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

木目調 MDX370 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
目地色ｱﾙﾄﾞﾗ MFX911C ｱﾙﾄﾞﾗMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地近似色MFX912C ｱﾙﾄﾞﾗMGﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

目地近似色MFX913C ｱﾙﾄﾞﾗMGｷｬﾒﾙ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

目地近似色MFX914C ｱﾙﾄﾞﾗMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135

目地色ｸﾘﾚﾀｲﾙ MFX741C ｻﾃｨｽMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地近似色MFX742C ｻﾃｨｽMGﾅﾃﾞｼｺ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

目地近似色MFX743C ｻﾃｨｽMGｱｰﾓﾝﾄﾞ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地近似色MFX745C ｻﾃｨｽMGﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ｲﾒｰｼﾞ色ｸﾞﾚｱｳｯﾄﾞ MFX731C ﾄｽｺMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地近似色MFX735C ﾄｽｺMGｼﾙﾊﾞｰ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX737C ﾄｽｺMGﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

目地近似色MFX738C ﾄｽｺMGｶｰｷ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

目地近似色MFX739C ﾄｽｺMGﾁｬｺｰﾙ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地色ｺﾛﾘｰﾀｲﾙ調 MFX474C ﾘｽﾀMGﾐﾙｸ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地近似色MFX476C ﾌﾟﾚｰﾙMGｲｴﾛｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地色MFX477C ﾌﾟﾚｰﾙMGﾚｯﾄﾞ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地色MFX478C ﾘｽﾀMGｺｺｱ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちっ放し(1.5尺) MFX192C ｺﾝｸﾘｰﾄMGｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｼｪﾙﾓﾝﾃ MFX851C ｾﾛMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色MFX853C ｾﾛMGﾌﾞﾗｳﾝ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX855C ｾﾛMGｸﾞﾗﾌｧｲﾄ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

表面色ｼｬﾄｰｳｫｰﾙ調(1.5尺) MFX1220C ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色※MFX1225C ｼｪｰﾙMGｲｴﾛｰ DHSｲｴﾛｰ ○ ○318

表面近似色MFX1227C ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

目地色ｼﾝﾌﾟﾙﾗｲﾝ MDX2321A ｾﾞｽﾃｨﾌﾞﾗｯｸII(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地近似色MDX2323A ｾﾞｽﾃｨﾈｲﾋﾞｰII(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

目地色MFX231C ﾚﾓｰﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

MFX236C ﾚﾓｰﾄﾞMGﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

66（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　　※：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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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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
表面近似色ｽﾀｯｺｳｫｰﾙ調(1.5尺) MFX144C ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色MFX145C ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色MFX146C ﾍﾟｰﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面近似色MFX148A ｾｼﾞｭｰﾙMGｸﾘｰﾑ Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ｽﾃﾃﾞｨｽﾄｰﾝ MFX6910C ｴﾐｭMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX691C ｴﾐｭMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

ｲﾒｰｼﾞ色MFX692C ｴﾐｭMGｸﾘｰﾑ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

表面色MFX693C ｴﾐｭMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色MFX698C ｴﾐｭMGﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57

表面色MFX699C ｴﾐｭMGﾌﾞﾗｯｸ KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96

表面色ｿﾌｨｱｳｫｰﾙ調 MFX3510C ﾐｽﾄMGﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

表面色MFX3511C ｱﾘｱMGﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

表面近似色MFX3513C ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色MFX352C ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

目地近似色ﾆｭｰﾋﾟｯｺﾛｽﾄｰﾝ調 MFX761C ﾊﾞｰｾﾞMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

目地色MFX762A ﾊﾞｰｾﾞMGﾌﾟﾗﾁﾅ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

表面近似色MFX764A ﾊﾞｰｾﾞMGｸﾘｰﾑ Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX766C ﾓﾃﾞﾚｰﾄMGｸｰﾙｸﾞﾚｰ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

目地色ﾈﾋﾞｱｽﾄｰﾝ調 MFX463A ﾘｽﾀMGﾊﾞﾆﾗ ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511

目地色MFX464C ﾘｽﾀMGﾐﾙｸ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

目地色ﾊﾟﾃｨﾅｳｯﾄﾞ MFX831P ｱﾝｸMGﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地近似色MFX832P ｱﾝｸMGﾅﾁｭﾗﾙ Mｿｳﾊﾞｰｲｴﾛｰ ○ ○882

目地色MFX833P ｱﾝｸMGｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX836P ｱﾝｸMGﾌﾟﾙｼｱﾝ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX837P ｱﾝｸMGﾌﾞﾗｯｸ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX838P ｱﾝｸMGｽﾓｰｸｼﾙﾊﾞｰ ﾙﾐﾅｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○199

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX839P ｱﾝｸMGﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ Nﾄﾗｽﾃｨｰｸﾞﾘｰﾝ ○ ○B26

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌｫｽﾄﾗｲﾝ MFX4811C ﾘｽﾀMGﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX4812C ﾘｽﾀMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

目地色MFX481C ﾘｽﾀMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○014

目地色MFX482C ﾘｽﾀMGｺｺｱ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

ｲﾒｰｼﾞ色MFX483C ﾘｽﾀMGｽﾓｰｸ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133

表面ｲﾒｰｼﾞ色MFX484C ﾘｽﾀMGﾎﾜｲﾄ Nｱﾙﾍﾟﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○F97

表面ｲﾒｰｼﾞ色MFX485A ﾘｽﾀMGｸﾞﾚｰ ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127

表面近似色MFX487C ﾘｽﾀMGﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色ﾌﾞﾘｰﾚ MFX901C ﾘｰﾌﾟMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色MFX902C ﾘｰﾌﾟMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色MFX903C ﾘｰﾌﾟMGﾈｲﾋﾞｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色MFX904C ﾘｰﾌﾟMGﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面色MFX905C ﾘｰﾌﾟMGｸﾞﾚｰ Sｸﾞﾚｰ ○ ○097

MFX906C ﾘｰﾌﾟMGﾓｽｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

MFX907C ﾘｰﾌﾟMGﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

表面色ﾌﾘﾃﾞｨｱ MFX711C ﾃﾞｨｱMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色MFX712C ﾃﾞｨｱMGｵﾌﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

67（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
目地近似色ﾌﾘﾃﾞｨｱ MFX7131A ﾙｸﾙﾑMGﾌﾞﾗｯｸII ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面色MFX713C ﾃﾞｨｱMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

表面色MFX714C ﾃﾞｨｱMGｸﾞﾚｰ Nﾀﾞｰｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○120

表面近似色ﾌﾞﾛﾈｳｫｰﾙ MFX721C ｴﾐﾈMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色MFX722C ｴﾐﾈMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面色MFX723C ｴﾐﾈMGﾌﾚﾝﾁｸﾘｰﾑ Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面色MFX728C ｴﾐﾈMGｺｱﾌﾞﾗｯｸ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色ﾏﾄﾘｶ MFX791C ｵﾙｱMGﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色MFX792C ｵﾙｱMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色MFX793C ｵﾙｱMGｸﾞﾚｰ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

表面近似色MFX796C ｵﾙｱMGﾁｬｺｰﾙ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

ｲﾒｰｼﾞ色ﾘｰﾌﾞﾙｽｸｴｱ MFX701C ｼﾙﾌMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色MFX702C ｼﾙﾌMGｵﾌﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色MFX7031A ﾓﾘｽMGﾌﾞﾗｯｸII KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

ｲﾒｰｼﾞ色MFX703C ｼﾙﾌMGｸﾞﾚｰ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

表面近似色MFX707C ｼﾙﾌMGｸﾞﾗﾌｧｲﾄ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地色ﾘｴｯﾄ MFX751C ﾃﾚﾉMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX754A ﾃﾚﾉMGｸﾞﾚｲﾝ Sﾌｫｰﾏﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○122

目地近似色MFX756C ﾃﾚﾉMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

ｲﾒｰｼﾞ色ﾘｵﾋﾞｽﾀ MFX821C ﾘﾌﾚMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX824C ﾘﾌﾚMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾘｼｪﾙｽﾄｰﾝ MFX811C ｵﾙﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX812C ｵﾙﾄﾞMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX813C ｵﾙﾄﾞMGﾍﾞｰｼﾞｭ KMｱｳﾘｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○D87

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX814C ｵﾙﾄﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○499

表面ｲﾒｰｼﾞ色MFX816C ｵﾙﾄﾞMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

目地近似色ﾙｼｪﾙﾄﾞ MFX893C ﾌﾟﾗﾝﾀﾞMGｷｬﾒﾙ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面ｲﾒｰｼﾞ色MFX894A ﾌﾟﾗﾝﾀﾞMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｶﾝﾄﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○243

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾙｽｺﾐｭｰﾙ調 MFX681C ﾊﾞｰｾﾞMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX682A ﾊﾞｰｾﾞMGﾌﾟﾗﾁﾅ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX684A ﾊﾞｰｾﾞMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX685A ﾊﾞｰｾﾞMGｸﾘｰﾑ Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864

ｲﾒｰｼﾞ色MFX686C ﾓﾃﾞﾚｰﾄMGｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX689C ﾊﾞｰｾﾞMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地色ﾙﾍﾞﾘｱｽﾄｰﾝ調 MFX222A ﾊｳｯﾄﾞMGｸﾘｰﾑ ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062

目地近似色MFX225C ﾊｳｯﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色ﾚｼﾞｪﾏﾙｼｪ MFX771C ｶﾘｰﾉMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｲﾒｰｼﾞ色MFX772C ｶﾘｰﾉMGｱｲﾎﾞﾘｰ ｸﾚﾏｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○L71

ｲﾒｰｼﾞ色MFX773A ｶﾘｰﾉMGｸﾘｰﾑ Tﾌﾛｽﾎﾜｲﾄ ○ ○A82

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX775C ｶﾘｰﾉMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

ｲﾒｰｼﾞ近似色※MFX778P ｶﾘｰﾉMGﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

目地色ﾛﾜﾌﾞﾘｯｸ調 MFX165C ﾌﾗﾝMGｵﾚﾝｼﾞ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

目地色MFX167C ﾌﾗﾝMGﾚｯﾄﾞ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

目地色MFX168C ﾌﾗﾝMGｲｴﾛｰ ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

68（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
表面色木目調(ﾂｰﾄｰﾝ) MFX3720A ﾚｼﾞｪMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX3731A ﾄﾞﾇﾑMGｺｺｱII ｷｬﾛﾌﾞｺｺｱ ○ ○L66

ｲﾒｰｼﾞ近似色MFX3732A ﾄﾞﾇﾑMGﾁｬｺｰﾙII Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 縦張り
ｼｬﾄｰｳｫｰﾙ調 MCX120 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ｽﾀｯｺｳｫｰﾙ調 MCX140 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾌﾗｯﾄ MCX100 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

MDX100 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

MHX100 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 縦張り ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
ｲﾒｰｼﾞ近似色ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちっ放し(3尺) MEX182C ｺﾝｸﾘｰﾄMGｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

表面色ｼｬﾄｰｳｫｰﾙ調(3尺) MEX1220C ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色MEX1227C ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面近似色MEX1228C ｾｼﾞｭｰﾙMGｸﾘｰﾑ ﾍﾟﾊﾟｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○844

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞS18
よろい4段木目調 SD110 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞS18 ﾊﾙﾓﾆｱｼﾘｰｽﾞ ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面近似色ﾉｰﾌﾞﾝ SQG131P ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄIII ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色SQG132P ﾌﾟﾗﾑMGﾎﾜｲﾄII ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色SQG133P ﾌﾞﾚｽMGﾎﾜｲﾄ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

表面近似色SQG134P ﾌﾚｽｺMGﾈｲﾋﾞｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色SQG135P ﾗﾌﾗMGﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ﾙﾁｪﾙ SQG161P ﾘﾍﾞﾙMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄIII ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面色SQG162P ﾌﾟﾗﾑMGﾎﾜｲﾄII ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色SQG163P ﾌﾞﾚｽMGﾎﾜｲﾄ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

表面近似色SQG164P ﾌﾚｽｺMGﾈｲﾋﾞｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色SQG165P ﾗﾌﾗMGﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞS18 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ﾌﾟﾗﾁﾅｺｰﾄ
表面近似色よろい4段木目調 SPA1111P ﾃｨﾝﾄMGﾍﾞｰｼﾞｭ KMｸｵｰﾂﾋﾟﾝｸ ○ ○D07

表面色※SPA113P ﾃｨﾝﾄMGﾛｰｽﾞ ﾀﾞｳﾆｰﾛｰｽﾞ ○ ○N24

SPA114P ﾃｨﾝﾄMGｲｴﾛｰ 未対応 ZZZ

表面近似色ﾘｷｯﾄﾞｼｪｲﾌﾟ SPA121P ｼｬﾄﾞｰMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色SPA122P ｼｬﾄﾞｰMGﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14
表面近似色ｼﾝﾌﾟﾙﾗｲﾝ(寒) WDX2824G ｾﾞｽﾃｨﾁｬｺｰﾙII(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

目地近似色WDX2825G ｾﾞｽﾃｨﾈｲﾋﾞｰII(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

目地近似色WDX2826G ｾﾞｽﾃｨﾌﾞﾗｯｸII(ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞな Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ﾌﾗｯﾄ(寒) WDX100G 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
目地近似色ｸﾗﾝｽﾄｰﾝ調(寒) WFX421G ﾗﾒﾗMGﾎﾜｲﾄ Nｱﾙﾍﾟﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○F97

目地近似色WFX422G ﾗﾒﾗMGｱｲﾎﾞﾘｰ ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○159

目地近似色WFX423G ﾗﾒﾗMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129

目地色ｸﾘﾚﾀｲﾙ(寒) WFX651G ｼｪｲｳﾞMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

69（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
目地色ｸﾘﾚﾀｲﾙ(寒) WFX653G ｼｪｲｳﾞMGｱｰﾓﾝﾄﾞ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地近似色WFX654T ｼｪｲｳﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地近似色ｸﾞﾚｱｳｯﾄﾞ(寒) WFX681G ｱﾙﾌﾟMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

ｲﾒｰｼﾞ近似色※WFX682G ｱﾙﾌﾟMGﾒｲﾌﾟﾙ Nﾊﾆｰｲｴﾛｰ ○ ○C90

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX683G ｱﾙﾌﾟMGﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

目地近似色WFX684T ｱﾙﾌﾟMGｶｰｷ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色WFX685G ｱﾙﾌﾟMGｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面近似色WFX686T ｱﾙﾌﾟMGﾁｬｰｺｰﾙ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

表面近似色ｼｬﾄｰｳｫｰﾙ調(1.5尺)(寒) WFX2013G ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄV ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色WFX2014G ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭV ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色WFX2017G ｾｼﾞｭｰﾙMGｸﾘｰﾑ ﾍﾟﾊﾟｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○844

目地色ｼﾝﾌﾟﾙﾗｲﾝ(寒) WFX281G ﾚﾓｰﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43

表面色ｽﾀｯｺ調(寒) WFX231G ﾀﾞｰｸMGﾌﾞﾗｳﾝV ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

表面色WFX233T ｵﾌﾞｻﾞMGﾌﾞﾗｳﾝV Nﾒﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C82

表面近似色WFX236G ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭV ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ｲﾒｰｼﾞ色ｽﾃﾃﾞｨｽﾄｰﾝ(寒) WFX521G ｴﾐｭMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面色WFX522G ｴﾐｭMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034

表面近似色WFX523T ｴﾐｭMGｼｪﾝﾅ Kﾍﾞｰﾈﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○754

表面近似色WFX524T ｴﾐｭMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面色ｿﾙｼﾞｪｽﾄｰﾝ WFX511G ｽﾍﾟﾗMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色WFX512T ｽﾍﾟﾗMGｵﾌﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面色WFX514T ｽﾍﾟﾗMGｵｰｶｰ ｽﾄﾛｰ ○ ○151

表面近似色WFX515T ｽﾍﾟﾗMGﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地近似色WFX516G ｽﾍﾟﾗMGｱｰﾓﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109

目地色ﾃｨﾝﾊﾞｰｽﾄｰﾝ調(寒) WFX441T ｳﾞｪｰﾙMGﾎﾜｲﾄII Cｽﾚｰﾄｸﾞﾚｰ ○ ○B32

目地近似色WFX442G ｳﾞｪｰﾙMGﾌﾞﾗｳﾝII Nﾏｲｽﾀｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○720

目地色WFX443G ｳﾞｪｰﾙMGｵﾘｰﾌﾞII ｶﾝﾄﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○243

目地近似色ﾈﾋﾞｱｽﾄｰﾝ調(寒) WFX391G ﾘｽﾀMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○014

目地近似色WFX392T ｷｰﾙMGｺｺｱ Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757

目地近似色WFX393T ﾘｽﾀMGﾊﾞﾆﾗ ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○511

目地近似色WFX394G ﾘｽﾀMGﾐﾙｸ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地色WFX395G ﾘｽﾀMGｱｰﾓﾝﾄﾞ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色ﾊｯｼｭｳｫｰﾙ調 WFX561G1 ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄV ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色WFX562G1 ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭV ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色WFX563G1 ｾｼﾞｭｰﾙMGｸﾘｰﾑV Nﾍﾟｽｶﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C88

表面色WFX564G1 ﾗﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｳﾝV Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面色WFX565T ﾍﾟｲﾌﾞMGﾁｬｺｰﾙV Nｳｯﾃﾞｨｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○858

目地色ﾊﾟﾃｨﾅｳｯﾄﾞ(寒) WFX711P ｱﾝｸMGﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX712P ｱﾝｸMGﾅﾁｭﾗﾙ Mｿｳﾊﾞｰｲｴﾛｰ ○ ○882

目地近似色WFX713P ｱﾝｸMGｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶﾞﾅｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○I90

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX714B ｱﾝｸMGﾌﾟﾙｼｱﾝ Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX715B ｱﾝｸMGﾌﾞﾗｯｸ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

WFX718P ｱﾝｸMGｽﾓｰｸｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

WFX719P ｱﾝｸMGﾀﾞｰｸｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

70（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
目地近似色ﾌｪﾙﾃｨ(寒) WFX531G ﾃﾞﾙﾉMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地近似色WFX533T ﾃﾞﾙﾉMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

目地近似色WFX534G ｼﾙﾌMGｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

目地近似色WFX536G ﾃﾞﾙﾉMGｵﾌﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色ﾌｫｽﾄﾗｲﾝ(寒) WFX411G ﾘｽﾀMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○014

目地色WFX412G ﾘｽﾀMGｺｺｱ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22

表面近似色WFX414G ﾘｽﾀMGﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX416T ﾘｽﾀMGﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

表面近似色WFX417T ﾘｽﾀMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色ﾌﾘﾃﾞｨｱ(寒) WFX611G ﾃﾞｨｱMGﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色WFX615T ﾃﾞｨｱMGｸﾞﾚｰ Nﾀﾞｰｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○120

表面色WFX616T ﾃﾞｨｱMGﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面色WFX617G ﾃﾞｨｱMGｵﾌﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

ｲﾒｰｼﾞ色WFX618G ﾃﾞｨｱMGﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地色ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾌﾞﾘｯｸ調(寒) WFX671G ｷｰﾙMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

目地近似色WFX672T ｷｰﾙMGｺｺｱ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

目地色WFX673G ｷｰﾙMGﾚｯﾄﾞ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

目地近似色WFX674T ｷｰﾙMGｵﾚﾝｼﾞ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

表面近似色ﾏﾙｼｪｳｫｰﾙ調(寒) WFX4612G ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色WFX4613G ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面色WFX4615G ﾗﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面近似色WFX4616G ﾌｪﾙMGｸﾞﾚｰ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ ○ ○033

表面近似色WFX4617G ﾍﾞﾙMGﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面色WFX4618G ﾐﾆｮﾝMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

表面近似色WFX4620G ｾﾞｽﾄMGﾁｬｺｰﾙ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

目地近似色ﾘｼｪﾙｽﾄｰﾝ(寒) WFX691G ﾌｧｼﾙMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX692T ﾌｧｼﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地近似色WFX693T ﾌｧｼﾙMGﾍﾞｰｼﾞｭ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面ｲﾒｰｼﾞ色WFX694T ﾌｧｼﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾐﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ○ ○547

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX695T ﾌｧｼﾙMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾙｼｪﾙﾄﾞ(寒) WFX731G ﾌﾟﾗﾝﾀﾞMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22

目地色WFX732G ﾌﾟﾗﾝﾀﾞMGｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

目地色WFX733G ﾌﾟﾗﾝﾀﾞMGｷｬﾒﾙ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面ｲﾒｰｼﾞ色WFX734T ﾌﾟﾗﾝﾀﾞMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｶﾝﾄﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○243

ﾍﾞｰｽ近似色ﾙｽｺﾐｭｰﾙ調(寒) WFX591G ﾊﾞｰｾﾞMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面近似色WFX5921T ｾﾙﾍﾞｽMGﾁｬｺｰﾙII THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX592G ﾊﾞｰｾﾞMGﾌﾟﾗﾁﾅ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

目地近似色WFX593G ﾊﾞｰｾﾞMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ﾍﾞｰｽ色WFX594G ﾊﾞｰｾﾞMGｸﾘｰﾑ Tﾌﾛｽﾎﾜｲﾄ ○ ○A82

ｲﾒｰｼﾞ色WFX595G ﾊﾞｰｾﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

目地色ﾚﾝｶﾞ調RM(寒) WFX481C ﾄﾗｲMGｸﾘｰﾑ Nﾒﾛｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○794

目地色WFX484C ﾄﾗｲMGﾜｲﾝ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

目地近似色WFX485C ﾄﾗｲMGﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色杉板目調(寒) WFX5721T ｾﾞﾙﾌﾞｽCGﾌﾞﾗｳﾝII ｷｬﾛﾌﾞｺｺｱ ○ ○L66

71（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株)

色  
番号

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
表面近似色杉板目調(寒) WFX5722T ｾﾞﾙﾌﾞｽMGﾁｬｺｰﾙII ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色WFX575G ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭV ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

ｲﾒｰｼﾞ近似色無垢板型枠RCｳｫｰﾙ WFX541G RCMGｸﾞﾚｰ ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197

ｲﾒｰｼﾞ近似色木目調 WFX804B MG木目 ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色木目調(ﾂｰﾄｰﾝ)(寒) WFX801B ﾚｼﾞｪMGﾎﾜｲﾄII Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864

ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX802B ﾚｼﾞｪMGｺｺｱII Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

ｲﾒｰｼﾞ近似色WFX803B ﾚｼﾞｪMGﾁｬｺｰﾙII ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 縦張り
ﾌﾗｯﾄ(寒) WCX100 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

小ｽﾀｯｺ調(寒) WCX770 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 縦張り ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
表面近似色ｺﾝｸﾘｰﾄ打ちっ放し(3尺)(寒) WEX242C ｺﾝｸﾘｰﾄMGｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

表面色ｻﾝﾃﾞｲｰﾗｲﾝ調(3尺)(寒) WEX355T ｵﾌﾞｻﾞMGﾌﾞﾗｳﾝV Nﾒﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C82

表面近似色WEX358G ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄV ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面近似色WEX359G ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭV ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色ｼｬﾄｰｳｫｰﾙ調(3尺)(寒) WEX2013G ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄV ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

表面色WEX2014G ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭV ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567

表面近似色WEX2017G ｾｼﾞｭｰﾙMGｸﾘｰﾑ ﾍﾟﾊﾟｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○844

72（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株) その他部材

色  
番号

ｱｳﾃｨ
破風 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

表面近似色 ※幕板等 ｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ｳｲﾝｻﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○003

表面近似色ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面近似色※ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面色※ﾗﾌﾃｨMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾗﾌﾃｨMGｱｲﾎﾞﾘｰ ｽﾄﾛｰ ○ ○151

表面近似色※ﾗﾌﾃｨMGｵｰｸ ﾗﾌﾃｨMGｵｰｸ ｶﾙｺｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ×N71

表面近似色※ﾗﾌﾃｨMGｸﾞﾘｰﾝ ﾗﾌﾃｨMGｸﾞﾘｰﾝ ｱｯｻﾑｸﾞﾘｰﾝ ○ ○L17

表面近似色ﾗﾌﾃｨMGｸﾞﾚｰ ﾗﾌﾃｨMGｸﾞﾚｰ Mﾘﾌﾚｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○762

表面近似色ﾗﾌﾃｨMGﾌﾞﾗｯｸ ﾗﾌﾃｨMGﾌﾞﾗｯｸ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色ﾗﾌﾃｨMGﾎﾜｲﾄ ﾗﾌﾃｨMGﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色ﾗﾌﾃｨMGﾏﾛｰﾈ ﾗﾌﾃｨMGﾏﾛｰﾈ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

ﾗﾌﾃｨｸﾞﾘｰﾝ ﾗﾌﾃｨｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

表面近似色ﾗﾌﾃｨｸﾞﾚｰ ﾗﾌﾃｨｸﾞﾚｰ Mﾘﾌﾚｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○762

表面近似色ﾗﾌﾃｨﾌﾞﾗｯｸ ﾗﾌﾃｨﾌﾞﾗｯｸ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色ﾗﾌﾃｨﾎﾜｲﾄ ﾗﾌﾃｨﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面色ﾗﾌﾃｨﾏﾛｰﾈ ﾗﾌﾃｨﾏﾛｰﾈ KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888

ｲﾒｰｼﾞ近似色木目調破風･破風ｺｰﾅｰ ﾌﾟﾉMGﾁｬｺｰﾙ ﾌﾟﾉMGﾁｬｺｰﾙ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

ｲﾒｰｼﾞ色ﾌﾟﾉMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾟﾉMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾀｰｷｰﾚｯﾄﾞ ○ ×N25

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌﾟﾉMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾌﾟﾉMGﾍﾞｰｼﾞｭ KMｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B65

ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾝｸﾞﾙ
ｱﾙﾏ SA301 ﾌﾞﾗｯｸAR 未対応 ZZZ

SA302 ｸﾞﾚｰAR 未対応 ZZZ

SA303 ﾌﾞﾗｳﾝAR 未対応 ZZZ

SA304 ｸﾞﾘｰﾝAR 未対応 ZZZ

SA305 ｷｬﾒﾙAR 未対応 ZZZ

ｾﾝﾀｰﾙｰﾌ
表面近似色横暖ﾙｰﾌ ﾌﾟﾚﾐｱﾑS 2YA1G354 FﾌﾞﾗｯｸS Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色2YA1G355 FﾌﾞﾗｳﾝS Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

※類似色2YA1G356 FｸﾞﾘｰﾝS Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11

表面近似色横暖ﾙｰﾌS 2YA1G351 KﾌﾞﾗｯｸS Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色2YA1G352 KﾌﾞﾗｳﾝS Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色2YA1G353 KｸﾞﾘｰﾝS Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色横暖ﾙｰﾌα S 2BC1FW51 KﾌﾞﾗｯｸS Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色2BC1FW52 KﾌﾞﾗｳﾝS Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色2BC1FW53 KｸﾞﾘｰﾝS Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色2BC1FW57 KｷﾞﾝｸﾞﾛS ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061

表面近似色横暖ﾙｰﾌα ﾌﾟﾚﾐｱﾑS 2BC1FW54 FﾌﾞﾗｯｸS Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色2BC1FW55 FﾌﾞﾗｳﾝS Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

※類似色2BC1FW56 FｸﾞﾘｰﾝS Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11

見切縁
見切縁 ｸﾘｽﾀﾙｸﾞﾚｰ ｸﾘｽﾀﾙｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

73（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株) その他部材

色  
番号

見切縁
見切縁 ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

軒天
軒天 YL241 ﾗｲﾄ 未対応 ZZZ

YL242 ﾐﾃﾞｨｱﾑ 未対応 ZZZ

ｲﾒｰｼﾞ色YL243 ﾀﾞｰｸ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面近似色※ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

表面近似色※ｼｪﾙﾎﾜｲﾄII ｼｪﾙﾎﾜｲﾄII ｺｯﾄﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○K15

ｲﾒｰｼﾞ色ﾃｨﾝﾊﾞｰﾁｬｺｰﾙ ﾃｨﾝﾊﾞｰﾁｬｺｰﾙ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾃｨﾝﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾃｨﾝﾊﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ Aﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E00

表面近似色ﾅﾁｭﾗﾙｱｯｼｭII ﾅﾁｭﾗﾙｱｯｼｭII ﾌｪﾘｯｸｸﾞﾚｰ ○ ○783

表面近似色ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶｰ ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶｰ Nﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B04

表面近似色ﾅﾁｭﾗﾙｸﾘｰﾑII ﾅﾁｭﾗﾙｸﾘｰﾑII ｽﾑｰｽｲｴﾛｰ ○ ○557

表面近似色ﾅﾁｭﾗﾙｼﾙｸII ﾅﾁｭﾗﾙｼﾙｸII Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140

表面近似色ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｯｸII ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｯｸII KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｯｸII ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｯｸII KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面色ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面色ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭII ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭII ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面近似色ﾅﾁｭﾗﾙﾏﾙﾍﾞﾘｰ ﾅﾁｭﾗﾙﾏﾙﾍﾞﾘｰ Mﾊﾟｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○761

表面近似色ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

無塗装 無塗装 無塗装 000

軒天12
ｲﾒｰｼﾞ近似色※木目調 ﾃｨﾝﾊﾞｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾃｨﾝﾊﾞｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｼｮｺﾗｵﾚﾝｼﾞ ○ ○J73

軒天5
ｲﾒｰｼﾞ近似色木目調 ﾀﾞｰｸ ﾀﾞｰｸ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾐﾃﾞｨｱﾑ ﾐﾃﾞｨｱﾑ ﾀｰｷｰﾚｯﾄﾞ ○ ×N25

ﾗｲﾄ ﾗｲﾄ 未対応 ZZZ

土台部
ｱﾙﾐ通気土台水切 ﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

通気土台水切 ｸﾘｽﾀﾙｸﾞﾚｰ ｸﾘｽﾀﾙｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

ﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾙﾊﾞｰ ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

74（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｱｲｼﾞｰ工業(株)

色  
番号

ｼﾝﾌﾟﾙﾓﾀﾞﾝｼﾘｰｽﾞ
表面近似色SF-ｶﾞﾙｽﾃｰｼﾞｼｬｲﾝJ SFJ4-202 Fﾈｵﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色SFJ4-204(休) Fｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色SFJ4-206(休) Fｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090

SFJ4-218(休) Fﾗｲﾄｱｯｼｭ 未対応 ZZZ

表面近似色SFJ4-237 Fﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

表面近似色SFJ4-258(休) Fﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色SFJ4-281 Fｸｰﾙﾎﾜｲﾄ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

SFJ4-284(休) Fｸｰﾙﾈｲﾋﾞｰ 未対応 ZZZ

表面近似色SFJ4-294(休) Fﾓｽｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色SFJ4-298 Fｶﾞﾝﾒﾀﾘｯｸ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色SFJ4-299(休) Fｼｬﾝﾊﾟﾝﾒﾀﾘｯｸ Nｺｰﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○861

表面近似色SF-ｶﾞﾙｽﾊﾟﾝJF SFJ1-202 Fﾈｵﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色SFJ1-206 Fｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090

表面近似色SFJ1-237(休) Fﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

表面近似色SFJ1-251(休) Fｶｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ DHSｲｴﾛｰ ○ ○318

表面近似色SFJ1-258(休) Fﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

SFJ1-261(休) Fｵｰﾀﾑﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

表面近似色※SFJ1-270(休) Fﾈｵﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色SFJ1-280 Fﾀﾞｰｸﾒﾀﾘｯｸ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

SFJ1-287 Fｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

表面近似色SFJ1-291(休) Fﾁﾀﾝｸﾞﾚｰﾒﾀﾘｯｸ ｿｳﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×091

表面近似色SFJ1-294 Fﾓｽｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色SFJ1-299(休) Fｼｬﾝﾊﾟﾝﾒﾀﾘｯｸ Nｺｰﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○861

表面近似色SF-ｶﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄJF SFJ2-204(休) Fｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色SFJ2-219(休) Fﾍﾟｰﾙｱｯｼｭ ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ ○ ○033

表面近似色SFJ2-237 Fﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485

表面近似色※SFJ2-270 Fﾈｵﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色SFJ2-282 Fｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色SFJ2-283(休) Fｸｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色SF-ｽﾘﾑｽﾊﾟﾝ(廃) SFI2-204 Fｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色SFI2-281 Fｸｰﾙﾎﾜｲﾄ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

表面近似色SFI2-282 Fｸｰﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

SFI2-284 Fｸｰﾙﾈｲﾋﾞｰ 未対応 ZZZ

表面色SP-ﾋﾞﾚｸﾄ SPI1-301 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色SPI1-306 ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090

表面近似色SPI1-370 ﾈｵﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色SPI1-383 ｸｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

SPI1-384 ｸｰﾙﾈｲﾋﾞｰ 未対応 ZZZ

表面近似色SPI1-385 ﾁｬｺｰﾙﾒﾀﾘｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92

表面近似色SPI1-394 ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

ﾅﾁｭﾗﾙｼﾘｰｽﾞ
表面近似色NP-ｼｬﾄﾞｰﾗｲﾝ NPS1-324 ｽﾓｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ﾐﾙｷｰｺｺｱ ○ ○687

表面近似色NPS1-325 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ｱｰﾃﾙﾌﾞﾗｯｸ ○ ○M84

NPS1-326 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

75（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｱｲｼﾞｰ工業(株)

色  
番号

ﾅﾁｭﾗﾙｼﾘｰｽﾞ
NP-ｼｬﾄﾞｰﾗｲﾝ NPS1-332 ﾒﾙﾃｨｼｮｺﾗ 未対応 ZZZ

表面近似色NPS1-339 ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546

NPS1-349 ｼﾄﾛﾝｸﾘｰﾑ 未対応 ZZZ

表面近似色NPS1-372 ﾎﾜｲﾄN ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色NPS1-373 ﾐﾙｸ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050

ﾍﾞｰｼｯｸｼﾘｰｽﾞ
表面近似色ｶﾞﾙﾊﾞ 伸壁i ﾆｭｰﾒﾛﾝ ISI2-010 ｸﾞﾚｰ ｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○007

表面近似色ISI2-020 ﾆｭｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

表面近似色ISI2-032 ｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864

表面近似色ISI2-070 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色銘壁ｽﾀｯｺJ JME2-010 ｸﾞﾚｰ ｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○007

表面近似色JME2-020 ﾆｭｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

表面近似色JME2-032 ｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色JME2-070 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

76（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　　※：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！

年 号2022 6月



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

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
表面近似色ｽﾀｯｺ 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

ﾃｨｰﾚIII WEACJ2001 ｱｲﾎﾞﾘｰ 未対応 ZZZ

表面近似色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

表面色WEACJ2006 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

ﾃﾞｭｰﾈ WXYW201 ｱｲﾎﾞﾘｰ 未対応 ZZZ

表面近似色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

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
表面近似色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

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
表面近似色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

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

表面近似色WEBAG2081 ｴｽﾄｵﾚﾝｼﾞBF Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91

WEBAG2082 ｴｽﾄｱｸｱBF 未対応 ZZZ

77（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　　※：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！

年 号2022 6月



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

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
表面近似色ｽﾄﾘﾝｸﾞｽ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

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 iD塗装品
目地色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

目地近似色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

ｲﾒｰｼﾞ近似色ｾﾄﾞﾅ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

目地近似色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

ｲﾒｰｼﾞ近似色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

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

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

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 ｽﾘｰﾄﾝ塗装品
目地近似色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

深絞りｼﾘｰｽﾞ〈ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ〉 ﾂｰﾄﾝ塗装品
目地近似色ｾﾄﾞﾅ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

目地近似色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

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

78（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　　※：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！

年 号2022 6月



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

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
表面近似色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

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

表面近似色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

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

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

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
表面色ｾﾄﾞﾅBF WEDPF2057 ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄBF ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050

表面近似色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

WEDLF2083 ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｳﾝBF 未対応 ZZZ

表面近似色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

WEDHF2083 ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｳﾝBF 未対応 ZZZ

表面近似色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

表面近似色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

WEDNF2083 ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｳﾝBF 未対応 ZZZ

表面近似色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

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
表面近似色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

79（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　　※：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！

年 号2022 6月



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

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
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

80（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株) はる一番

色  
番号

ｱﾆｭｰｼﾘｰｽﾞ
表面近似色ｸﾞﾛｯｼｭ(在) MAW5391GD ｸﾘｱｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

表面色MAW5391H5 ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色MAW5391MG ｸﾞﾗﾝｸﾞﾚｰ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色※MAW5391MS ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100

表面近似色ﾌﾞﾘｵｳｪｰﾌﾞ MAW5421G6(在) ｱｯｼｭｸﾞﾚｰ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133

表面近似色MAW5421GD ｸﾘｱｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

表面色MAW5421H5(在) ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

表面近似色MAW5421MG ｸﾞﾗﾝｸﾞﾚｰ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色ﾌﾟﾚｰﾝｼｪｲﾌﾟ MAW5381G6 ｱｯｼｭｸﾞﾚｰ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133

表面近似色※MAW5381G7 ﾏｰﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ Aﾊﾟｰﾙ ○ ○083

表面近似色※MAW5381H4 ｺﾓﾝﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

MAW5381K4 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

※類似色MAW5381LL ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ2 Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11

ﾌﾟﾚｰﾝｼｪｲﾌﾟII(休) MAW5381V44 ｸｰﾙｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

MAW5381V45 ｳｫｰﾑｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

MAW5381V46 ﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

MAW5381V47 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

ｼﾝﾌﾟﾙｼﾘｰｽﾞ16
表面近似色ｺｰｽﾄﾗｲﾝ柄 MAW5191C5 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

表面近似色MAW5191GD ｸﾘｱｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

表面近似色MAW5191H4 ｺﾓﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

※類似色MAW5191LL ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ2 Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11

表面近似色MAW5191MG ｸﾞﾗﾝｸﾞﾚｰ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色MAW5191MK ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

MAW5191MS1 ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

表面近似色MAW5191P(在) ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾚﾝｼﾞ Nﾊﾆｰｲｴﾛｰ ○ ○C90

表面近似色ｽﾀｲﾘｯｼｭﾗｲﾝ柄 MAW5341GD ｸﾘｱｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

MAW5341GL(在) ｸﾘｱﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

表面近似色※MAW5341H3 ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色MAW5341H4 ｺﾓﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色MAW5341MG ｸﾞﾗﾝｸﾞﾚｰ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

MAW5341MN(在) ﾒﾀﾘｯｸﾐﾝﾄ 未対応 ZZZ

MAW5341MP ﾒﾀﾘｯｸﾊﾟｰﾌﾟﾙ 未対応 ZZZ

MAW5341MS(在) ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

表面近似色ｽﾏｰﾄｽﾊﾟﾝ柄 MAW5291GD(在) ｸﾘｱｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

表面近似色MAW5291H4 ｺﾓﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色※MAW5291K2 ｺﾓﾝﾌﾞﾗｯｸ TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

表面近似色MAW5291MG ｸﾞﾗﾝｸﾞﾚｰ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

MAW5291ML ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

表面近似色※MAW5291MS ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100

表面近似色MAW5291N ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色MAW5291P(在) ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾚﾝｼﾞ Nﾊﾆｰｲｴﾛｰ ○ ○C90

MAW5291R2(在) ﾃﾞｨｰﾌﾟﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

表面近似色ｽﾘﾑｳｪｰﾌﾞ柄(在) MAW5201GD ｸﾘｱｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

81（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株) はる一番

色  
番号

ｼﾝﾌﾟﾙｼﾘｰｽﾞ16
ｽﾘﾑｳｪｰﾌﾞ柄(在) MAW5201GL ｸﾘｱﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

表面近似色MAW5201H3 ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色MAW5201H5 ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

MAW5201L2 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

表面近似色MAW5201MK ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

MAW5201MN ﾒﾀﾘｯｸﾐﾝﾄ 未対応 ZZZ

MAW5201MP ﾒﾀﾘｯｸﾊﾟｰﾌﾟﾙ 未対応 ZZZ

表面近似色ﾅﾛｰｽﾊﾟﾝ柄 MAW5371GD(在) ｸﾘｱｺﾞｰﾙﾄﾞ ｱｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○077

表面近似色MAW5371H4 ｺﾓﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色※MAW5371K2 ｺﾓﾝﾌﾞﾗｯｸ TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

表面近似色MAW5371MG ｸﾞﾗﾝｸﾞﾚｰ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

MAW5371ML ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

MAW5371MS ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

表面近似色MAW5371N ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色MAW5371P(在) ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾚﾝｼﾞ Nﾊﾆｰｲｴﾛｰ ○ ○C90

MAW5371R2(在) ﾃﾞｨｰﾌﾟﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

ﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾘｰｽﾞ16
表面近似色※こづみ柄(在) MAW5282C2 ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86

表面近似色MAW5282H2 ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色※MAW5282H3 ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色MAW5282Y3 ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○499

ｲﾒｰｼﾞ色影石柄II MAW5252V13SA 影石ｸﾞﾚｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ Mﾊﾟｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○761

目地近似色MAW5252V14SA(在) 影石ｻﾝﾄﾞｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○079

目地近似色MAW5252V25S 影石ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

目地色MAW5252V26SA(在) 影石ﾋﾞﾀｰﾚｯﾄﾞ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

目地色MAW5252V27S 影石ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色細石柄II(在) MAW5312V12 細石ｵｰｶｰ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

目地近似色MAW5312V29 細石ﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

ｲﾒｰｼﾞ近似色MAW5312V37 細石ｱｲｽﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

目地近似色MAW5312V39 細石ｸﾞﾚｲｽﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

目地近似色※MAW5312V40 細石ｸﾞﾚｲｽﾌﾞﾗｳﾝ TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

表面近似色※斜石柄 MAW5302A ﾅﾁｭﾗﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

表面色MAW5302C7 ﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

表面近似色※MAW5302H3 ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色MAW5302MG ｸﾞﾗﾝｸﾞﾚｰ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色MAW5302N2(在) ｳｲﾛｳｸﾞﾘｰﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

表面色※切石柄II(在) MAW5331V12 切石ｵｰｶｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

目地色MAW5331V26 切石ﾋﾞﾀｰﾚｯﾄﾞ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

目地色MAW5331V29 切石ﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

目地近似色MAW5331V34 切石ｸﾞﾘｰﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

目地近似色MAW5331V39 切石ｸﾞﾚｲｽﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

目地近似色※長石柄II MAW5102V11SA(在) 長石ﾍﾞｰｼﾞｭ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○658

目地近似色※MAW5102V15SA 長石ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

目地色MAW5102V27S 長石ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

82（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｹｲﾐｭｰ(株) はる一番

色  
番号

ﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾘｰｽﾞ16
目地近似色長石柄II MAW5102V32S(在) 長石ﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色MAW5102V34S 長石ｸﾞﾘｰﾝ ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264

目地近似色長石柄III MAW5102V17SA 長石ｷｬﾒﾙ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532

MAW5102V35S 長石ｱｰﾍﾞﾝﾄｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

目地近似色MAW5102V36S(在) 長石ｱｰﾍﾞﾝﾄﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地近似色銘木柄II MAW5231V12 銘木ｵｰｶｰ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

目地近似色MAW5231V24 銘木ｼｬｲﾝﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

目地近似色MAW5231V25 銘木ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

目地色MAW5231V27(在) 銘木ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面近似色優波柄(在) MAW5431C6 ﾐﾙｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

表面色MAW5431C7 ﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

表面近似色※MAW5431G7 ﾏｰﾌﾞﾙｸﾞﾚｰ Aﾊﾟｰﾙ ○ ○083

表面近似色MAW5431H3 ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

MAW5431K4 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

表面近似色流刻柄(在) MAW5411C6 ﾐﾙｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381

表面色MAW5411C7 ﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

表面近似色※MAW5411H3 ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面色MAW5411H4 ｺﾓﾝﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色MAW5411N2 ｳｲﾛｳｸﾞﾘｰﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33

目地色煉石柄III MAW5401V41 煉石ﾏﾎｶﾞﾆｰｵﾚﾝｼﾞ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

目地色MAW5401V42 煉石ﾏﾎｶﾞﾆｰﾚｯﾄﾞ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039

目地色MAW5401V43 煉石ﾛｰﾑﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色和み柄 MAW5351C5 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

表面近似色MAW5351H2 ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860

表面近似色※MAW5351H3 ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99

表面近似色MAW5351Y3(在) ﾗｲﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○499

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色和木目柄II(在) MAW5361V27 和木目ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MAW5361V31 和木目ｼｬｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MAW5361V32 和木目ﾌﾞﾗｳﾝ Aｽﾀｲﾘｯｼｭﾌﾞﾗｯｸ ○ ○895

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MAW5361V33 和木目ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｰ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色MAW5361V34 和木目ｸﾞﾘｰﾝ ｴｽｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○266

はる・一番 遮熱・高耐候ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ塗装品
ｸﾗｼｯｸﾚｲﾔｰ MP1B9PA2 Pｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

MP1B9PB2 Pﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

MP1B9PD2 Pｾﾋﾟｱﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

MP1B9PE2 Pｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

ｾﾚﾉｳｪｰﾌﾞ MP1B6PA2 Pｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

MP1B6PB2 Pﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

MP1B6PD2 Pｾﾋﾟｱﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

MP1B6PE2 Pｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

ﾌﾛｳﾎﾞｰﾀﾞｰ MP1B7PA2 Pｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

MP1B7PB2 Pﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

MP1B7PD2 Pｾﾋﾟｱﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

MP1B7PE2 Pｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ
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ｳｯﾄﾞﾃｸｽﾁｬｰ
ｲﾒｰｼﾞ近似色7.5EXﾌｫﾚｽﾄ PW-173 ﾅﾁｭﾗﾙ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815

ｲﾒｰｼﾞ近似色PW-174 ﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌｫﾚｽﾄﾜｲﾄﾞ PW-173 ﾅﾁｭﾗﾙ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815

ｲﾒｰｼﾞ近似色PW-174 ﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

ｾﾗﾐｯｸﾃｸｽﾁｬｰ
表面近似色455DX TK-33 ﾈｵﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321

表面近似色TN-21 ﾈｵｸﾞﾚｰ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135

表面近似色Y-26B ﾈｵﾊﾞﾆﾗ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

目地近似色455DXﾄﾚｽ TK-33 ﾄﾚｽﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321

目地近似色TN-21 ﾄﾚｽｸﾞﾚｰ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135

目地近似色※Y-26B ﾄﾚｽﾊﾞﾆﾗ ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484

表面近似色ｼｬﾄﾞｰﾚｲﾔｰ LF-18 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ｼﾙﾊﾞｰﾐｽﾄ ○ ○195

表面近似色　LF-51 LFﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色LF-55 LFﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色LY-09 ｱｲﾎﾞﾘｰ Aｿﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○665

目地近似色※ｽﾚﾝﾀﾞｰPlus TK-18 ｼﾝｻﾞｸﾞﾚｰ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121

目地近似色TK-66 ﾏﾎﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

目地近似色TK-8 ﾏﾎﾝｺｺｱ ﾃﾗｵｰｶｰ ○ ○332

目地近似色Y-26B ﾍﾞｲｽﾍﾞｰｼﾞｭ ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○159

表面近似色ｽﾚﾝﾀﾞｰｽﾄｰﾝ ASC ASC-01 ASCﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色ASC-02 ASCｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色ASC-05 ASCﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ×008

表面近似色※ASC-06 ASCﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面近似色ｽﾚﾝﾀﾞｰﾈｵ TK-18 Bｸﾞﾚｰ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061

表面近似色※　TK-66 ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色Y-26B ﾈｵﾊﾞﾆﾗ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

表面色ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ TK-11 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色Y-35 ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色Y-36 ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

目地近似色※ﾗﾋﾟｽV5 AL TK-66 ﾂｰﾄﾝﾚﾝｶﾞ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

目地近似色TK-8 ﾂｰﾄﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾃﾗｵｰｶｰ ○ ○332

目地近似色TN-26 ﾂｰﾄﾝｸﾞﾚｰ ｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○073

表面近似色ﾗﾋﾟｽV5 ASC ASC-02 ASCｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色ASC-05 ASCﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ×008

目地近似色ﾗﾋﾟｽV5n TK-66 ﾏｰﾌﾞﾙｼｮｺﾗ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435

目地近似色TK-8 ﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321

目地近似色Y-26B ｷｬﾗﾒﾙｱｰﾓﾝﾄﾞ ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○159

表面近似色ﾗﾋﾟｽV9 ASC ASC-01 ASCﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色ASC-02 ASCｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色ASC-05 ASCﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ×008

表面近似色※ASC-06 ASCﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面近似色ﾗﾋﾟｽV9 こて波AL LF-17 ALﾍﾞｰｼﾞｭ ｴﾚｶﾞﾝﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○466

表面近似色LY-08 ALｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

表面近似色LY-09 ALｱｲﾎﾞﾘｰ Aｿﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○665
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ｾﾗﾐｯｸﾃｸｽﾁｬｰ
表面近似色光彩(こうさい) SH-01 ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色SH-05 ｼｬｲﾝﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色SH-08 ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×168

ﾍﾞｰｼｯｸﾃｸｽﾁｬｰ
表面近似色7.5[ﾅﾅﾊﾝ] K-30 ｶｼﾞｭｱﾙ2 ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129

表面近似色N-10 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色※PB-4 ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｲﾙﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ×030

※類似色※T-1 ﾐﾙｷｰ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218

※類似色TGM-2 Hi-ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29

表面近似色TN-5 ｳｪｻﾞｰｸﾞﾚｰ ｳｲﾝｻﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○003

表面近似色Y-23 ｸﾘｰﾑ ｽﾄﾛｰ ○ ○151

表面近似色※7.5AL PB-4 Pﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｲﾙﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ×030

表面近似色7.5GL 515 ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色SN-40 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

表面近似色※TK-66 ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色Y-35 ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色※そとかべくん ﾀﾞﾌﾞﾙ SN-10 ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38

表面近似色SN-20 ｼﾙｷｰｸﾞﾚｰ ｳｲﾝｻﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○003

表面近似色※SN-30 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100

表面近似色SN-40 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

表面近似色ﾚｱﾙ1, ｽﾀｯｺ N-7 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色SN-40 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

表面近似色※TK-66 ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ2 Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色Y-35 ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

表面近似色ﾚｱﾙ2, 石積 SN-40 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204

表面近似色※TK-66 ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ2 Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色Y-35 ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

ﾒﾀﾙﾃｸｽﾁｬｰ
表面近似色7.5EX EXCELLENT HP-401 ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色HP-414 ﾐｯﾄﾞﾌﾞﾙｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色※RP-05W EXﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色RPS-18 ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133

表面近似色※SN-10 ｼﾙｸｱｲﾎﾞﾘｰ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38

表面近似色※TK-66 ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61

表面近似色※TNM-06 EXｼﾙﾊﾞｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090

表面近似色TNM-7 EXｺﾞｰﾙﾄﾞ Sﾌｫｰﾏﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○122

ﾒﾀﾙﾃｸｽﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ
表面近似色※ｱｻﾋｳｫｰﾙ25 PS-1 ｼﾙﾊﾞｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090

表面近似色※SN-10 ｼﾙｸｱｲﾎﾞﾘｰ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38

表面近似色TNM-7 AWｺﾞｰﾙﾄﾞ Sﾌｫｰﾏﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○122

表面近似色ｱｻﾋｳｫｰﾙ25ﾘﾝｸﾙ RKS-04 ﾘﾝｸﾙﾌﾞﾙｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色RKS-25 ﾘﾝｸﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色RKS-29 ﾘﾝｸﾙﾎﾜｲﾄ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723

85（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
東邦ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ(株)

色  
番号

意匠性ﾌﾟﾚｺｰﾄ鋼板
表面近似色ASC(ｱｻﾋｽｰﾊﾟｰｺｰﾄ) ASC-01 ASCﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色ASC-02 ASCｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87

ASC-03 ASCｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

ASC-04 ASCﾆｭｰｸﾘｰﾑ 未対応 ZZZ

表面近似色ASC-05 ASCﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ×008

表面近似色ASC-06(受) ASCﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

ASC-07(受) ASCﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ASC-08(受) ASCﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

ASC-09(受) ASCｷﾞﾝｸﾞﾛ 未対応 ZZZ

ASC-10 ASCｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

HiﾉｰﾌﾞﾙGLﾌﾟﾚﾐｱﾑ15 HP-401 ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

HP-402 ｱｲﾎﾞﾘｰ(受) 未対応 ZZZ

HP-403 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(受) 未対応 ZZZ

HP-404 ﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

HP-410 ｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

HP-411 ﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

HP-412 ﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

HP-413 ｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

HP-414 ﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

HP-415 ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

HP-416 ﾜｲﾝ 未対応 ZZZ

HP-417 ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

HP-418 ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

※類似色HP-419 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100

HP-512 ﾚﾝｶﾞ 未対応 ZZZ

表面近似色HP-515 ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

ｱｻﾋﾊﾟｰﾙﾄﾝGL PB-11 PB-11 未対応 ZZZ

PB-14 PB-14 未対応 ZZZ

PB-15 PB-15 未対応 ZZZ

PB-4 PB-4 未対応 ZZZ

PB-5(受) PB-5(受) 未対応 ZZZ

PB-6(受) PB-6(受) 未対応 ZZZ

PBL-1 PBL-1 未対応 ZZZ

PC-16 PC-16 未対応 ZZZ

PG-1 PG-1 未対応 ZZZ

PG-3 PG-3 未対応 ZZZ

PGR-1 PGR-1 未対応 ZZZ

PS-1 PS-1 未対応 ZZZ

PS-13 PS-13 未対応 ZZZ

PY-12 PY-12 未対応 ZZZ

ﾘﾝｸﾙｶﾗｰGL RKS-21 RKS-21 未対応 ZZZ

RKS-24 RKS-24 未対応 ZZZ

RKS-25 RKS-25 未対応 ZZZ

RKS-28 RKS-28 未対応 ZZZ

86（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
東邦ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ(株)

色  
番号

意匠性ﾌﾟﾚｺｰﾄ鋼板
ﾘﾝｸﾙｶﾗｰGL RKS-29 RKS-29 未対応 ZZZ

下見材
ｶﾗｰ鋼板 N-9 N-9 未対応 ZZZ

PB-4 PB-4 未対応 ZZZ

PG-3 PG-3 未対応 ZZZ

PS-1 PS-1 未対応 ZZZ

PTB-2(遮熱) PTB-2(遮熱) 未対応 ZZZ

PTBM-1(遮熱) PTBM-1(遮熱) 未対応 ZZZ

PTN-1(遮熱) PTN-1(遮熱) 未対応 ZZZ

TS-1 TS-1 未対応 ZZZ

表面近似色Y-23 Y-23 ｽﾄﾛｰ ○ ○151

Y-30 Y-30 未対応 ZZZ

乾式外装ﾀｲﾙ張りｼｽﾃﾑ
美美BiBi NT1 NT1 未対応 ZZZ

NT2 NT2 未対応 ZZZ

NT3 NT3 未対応 ZZZ

NT4 NT4 未対応 ZZZ

NT5 NT5 未対応 ZZZ

NT6 NT6 未対応 ZZZ

NT7 NT7 未対応 ZZZ

NT8 NT8 未対応 ZZZ

87（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株) 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色  
番号

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ iｼﾘｰｽﾞ
目地色！ｿﾌｨｱﾙﾌﾞﾘｯｸ 1FU1KD5V SPｵﾚﾝｼﾞ Tﾌﾛｽﾎﾜｲﾄ ○ ○A82

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色1FU1KD5V SPｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾐｰﾋﾟﾝｸ ○ ○M87

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色1FU1KD5W SPｸﾞﾚｰ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288

目地近似色！1FU1KD5W SPｸﾞﾚｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色1FU1KDDN SPｺｺｱ Tﾄｰﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ×A65

ｲﾒｰｼﾞ近似色ﾌｧｲﾝﾎﾞｰﾀﾞｰ 1FE1KD5X ｱｿｰﾄ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色1FE1KDDH ﾌｧｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾘｯﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○740

表面ｲﾒｰｼﾞ近似色1FE1KDDJ ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑSPｼﾘｰｽﾞ
目地近似色FB型ｺﾙﾓﾛｯｸ ﾌﾟﾚﾐｱﾑSP 1CA1KD5L ｺﾙﾓｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

目地色1CA1KD5M ｺﾙﾓﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

目地色1CA1KD5N(廃) ｺﾙﾓﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

目地近似色1CA1KD5P ｺﾙﾓﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

目地近似色FB型ﾃﾞﾌｨｰﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑSP1BD1KD5R ﾃﾞﾌｨｰﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

目地近似色1BD1KD5S ﾃﾞﾌｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

目地色1BD1KD5T ﾃﾞﾌｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

目地近似色1BD1KD5U ﾃﾞﾌｨｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

F型 ﾊﾟｰﾁｪｳｯﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑSP 1BV1G581 ﾊﾟｰﾁｪｱｲﾎﾞﾘｰ 未対応 ZZZ

1BV1G582 ﾊﾟｰﾁｪｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

1BV1G583 ﾊﾟｰﾁｪｶﾌｪ 未対応 ZZZ

1BV1G584 ﾊﾟｰﾁｪｶｰﾎﾞﾝ 未対応 ZZZ

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼﾘｰｽﾞ
表面近似色CS型ｾﾝﾀｰｽﾊﾟﾝU ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CS1G05Y ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色1CS1G061 ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰII ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

表面近似色1CS1G062 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸII Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面色1CS1G063 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄII Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1CS1G064 ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰII AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

1CS1G065 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰII 未対応 ZZZ

表面近似色1CS1G066 ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰII ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色1CS1G067(廃) ﾒﾀﾘｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞII ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235

表面近似色FB型ｺﾙﾓﾛｯｸ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CA1KD29 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1CA1KD4R ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色1CA1KD4T(廃) ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面近似色※1CA1KD4Z(廃) ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1CA1KD5B(廃) ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面近似色FB型ﾃﾞﾌｨｰﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BD1KD27 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色※1BD1KD29 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1BD1KD5B ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473

表面色1BD1KD5C ﾐﾙｷｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

FB型ﾈｵﾚﾘｰﾌ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BS1KD27 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1BS1KD29 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1BS1KD4R(廃) ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色1BS1KD4T ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

1BS1KD4V ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

88（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株) 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色  
番号

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼﾘｰｽﾞ
表面近似色FB型ﾚｸﾄﾐｭｰﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CJ1KD27 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面色1CJ1KD29 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1CJ1KD2A ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色※1CJ1KD4U ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色1CJ1KD5Y ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色FB型ﾚﾌｨｰﾅｳｫｰﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CL1KD4L ﾚｲｷｰﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色1CL1KD4X ﾚｲｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

表面近似色1CL1KD4Y ﾚｲｷｰﾌﾞﾗｳﾝ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面近似色1CL1KD4Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色FN型ｼﾝｽﾄﾗｲﾌﾟII ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CN2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1CN2G029 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1CN2G02A(廃) ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色1CN2G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

表面近似色FN型ﾀﾞｲﾔｼｪｲﾌﾟII ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CP2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1CP2G02A(廃) ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色1CP2G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

表面近似色1CP2G04R ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色1CP2G05Y ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色FN型ﾃﾞﾘｶｰﾌﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BW2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1BW2G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

表面近似色1BW2G04R ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色1BW2G04Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色F型 ﾊﾟｰﾁｪｳｯﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BV1G527 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1BV1G54L ﾚｲｷｰﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色1BV1G54T ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面近似色1BV1G54Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色F型塗り壁 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BJ1G54L ﾚｲｷｰﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色1BJ1G54X ﾚｲｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

表面近似色1BJ1G54Y ﾚｲｷｰﾌﾞﾗｳﾝ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97

表面近似色※1BJ1G54Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色M型ｽﾏｰﾄﾌﾗｯﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CM2G04L ﾚｲｷｰﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

表面近似色1CM2G04Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1CM2G05Y ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色1CM2G068 ﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾓｶGCS ○ ○081

NS型ﾈｵｽﾊﾟﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1NS2G01S ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

1NS2G026 ｲｴﾛｰｵｰｶｰ 未対応 ZZZ

表面近似色1NS2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1NS2G029 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1NS2G02A ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色1NS2G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

表面近似色1NS2G04R ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色1NS2G04S ﾐｽﾄﾌﾞﾗｯｸ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27

表面近似色1NS2G04T ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面近似色※1NS2G04U ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

89（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株) 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色  
番号

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼﾘｰｽﾞ
NS型ﾈｵｽﾊﾟﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1NS2G05E ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

表面近似色N型ｶｰﾚﾝﾘｰﾌ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1NK2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面近似色1NK2G029(廃) ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1NK2G02A ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色1NK2G02B(廃) ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

表面近似色ST型ｾﾝﾀｰｽﾄﾗｲﾌﾟU ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1SU1G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

表面色1SU1G029 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

表面近似色1SU1G02A ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009

表面近似色1SU1G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

表面近似色1SU1G04R(廃) ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色1SU1G04T ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857

表面近似色※1SU1G04U ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

1SU1G05E(廃) ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼｯｸｼﾘｰｽﾞ
表面近似色A型 1AA1G545 ｸﾞﾚｰII ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

表面近似色1AA1G547 YSｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色1AA1G548 KUﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

1AA1G54W NｺﾞｰﾙﾄﾞII 未対応 ZZZ

1AA1G558 ﾌﾞﾗｯｸII 未対応 ZZZ

1AA1G559 ﾛｰｽﾞｸﾘｰﾑII 未対応 ZZZ

表面近似色1AA1G55A ﾍﾞｰｼﾞｭII ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

表面近似色D型ﾉｰｽｳｯﾄﾞ 1DD1KD2C ｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

1DD1KD2F(限) ﾚﾝｶﾞ 未対応 ZZZ

表面近似色1DD1KD2H ﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

表面近似色1DD1KD2J ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色1DD1KD3N ﾍﾞｲｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾓﾉｶﾗｰｼﾘｰｽﾞ
表面近似色FB型ﾌﾞﾘｯｸ(限) 1FP1KD2H ﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161

表面近似色1FP1KD3F ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ ｸﾘｱｵﾚﾝｼﾞ ○ ○642

表面近似色1FP1KD3N ﾍﾞｲｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

表面近似色1FP1KD3Q ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

表面近似色FB型影光 1FE1KD17 ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色1FE1KD18 ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496

表面近似色1FE1KD19 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043

表面近似色1FE1KD3K ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色1FE1KD4C ﾌﾟﾙｸﾗﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430

表面近似色1FE1KD4D ﾌﾟﾙｸﾗﾌﾞﾗｯｸ KMﾎﾞﾅﾃｨｸﾞﾚｰ ○ ○H51

表面近似色F型 ﾊﾟｰﾁｪｳｯﾄﾞ 1BV1G53K ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色1BV1G53L ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892

表面近似色1BV1G54D ﾌﾟﾙｸﾗﾌﾞﾗｯｸ KMﾎﾞﾅﾃｨｸﾞﾚｰ ○ ○H51

表面近似色ST型ｾﾝﾀｰｽﾄﾗｲﾌﾟU 1SU1G017 ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

1SU1G03R ﾊﾊﾞﾅﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

表面近似色1SU1G03S ｼﾞｪﾆｭｲﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04

1SU1G03T ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

90（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾆﾁﾊ(株) 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色  
番号

両面鋼板ﾊﾟﾈﾙ
表面近似色FN型ﾀﾞｲﾔｼｪｲﾌﾟBSII(受) 1CR2L045 ｸﾞﾚｰII ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010

表面近似色1CR2L047 YSｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

91（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
日鉄鋼板(株)
色  
番号

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｾﾘｵｽｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
表面近似色くしびき KB1 ｶｽﾀｰﾄﾞ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512

表面近似色KB2 ﾌﾚﾝﾁﾁｬｺｰﾙ Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816

表面近似色KB3 ﾊｰﾍﾞｽﾄｵﾚﾝｼﾞ ｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞ ○ ○677

表面近似色ｻｶﾞﾝ A718 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色X554 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

表面近似色X655 ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面近似色すい星 L7M3 ﾌﾞﾗｳﾝ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

表面近似色N32 ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

表面近似色PY29 ｸﾘｰﾑ ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062

表面近似色W82 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色Y21X ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

表面近似色ｽﾀｰﾗｲﾝR A551 ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色S81V ｼﾙﾊﾞｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090

表面近似色S84V ﾒﾀﾘｯｸｽｶﾝﾃﾞｨｱﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色X592 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色X655 ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

※類似色ｽﾀｰﾗｲﾝﾌﾟﾗｲﾑ A351 ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色A451 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色A551 ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色A553(受) ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100

表面近似色A718 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色A818(受) ｷﾞﾝｸﾞﾛ ｼﾙﾊﾞｰﾐｽﾄ ○ ○195

R21V(受) ｸﾗｼｯｸﾙｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

表面近似色S82X ﾒﾀﾘｯｸｼｬﾝﾊﾟﾝ Nﾒﾛｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○794

表面近似色S84V ﾒﾀﾘｯｸｽｶﾝﾃﾞｨｱﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色X162 ｿﾌﾄｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾚﾝｼﾞ ○ ○597

表面近似色X554 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

表面近似色X592 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色X655(受) ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面近似色X819 ﾏｯﾄｼﾙﾊﾞｰ KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887

表面近似色ｽﾀｰﾗｲﾝﾌﾟﾗｲﾑ-HJ HJ12 ｿﾌﾄｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾚﾝｼﾞ ○ ○597

HJ21(受) ｸﾗｼｯｸﾙｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

※類似色HJ31 ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804

表面近似色HJ41 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93

表面近似色HJ51 ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色HJ52 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色HJ53(受) ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100

表面近似色HJ54 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96

表面近似色HJ65(受) ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面近似色HJ78 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85

表面近似色HJ82 ﾒﾀﾘｯｸｼｬﾝﾊﾟﾝ Nﾒﾛｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○794

表面近似色HJ84 ﾒﾀﾘｯｸｽｶﾝﾃﾞｨｱﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744

表面近似色HJ88(受) ｷﾞﾝｸﾞﾛ ｼﾙﾊﾞｰﾐｽﾄ ○ ○195

表面近似色HJ89 ﾏｯﾄｼﾙﾊﾞｰ KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887

92（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
日鉄鋼板(株)
色  
番号

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｾﾘｵｽｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
表面近似色快星 L7M3 ﾌﾞﾗｳﾝ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82

表面近似色N32 ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

表面近似色Y21X ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

表面近似色Y50 ﾏｲﾙﾄﾞﾁｬｺｰﾙ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025

表面近似色Y83 ﾏｲﾙﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

ｲﾒｰｼﾞ近似色快星もくめ YK1P 焼杉 Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15

表面近似色輝石 A718 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色D552 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17

表面近似色X592 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

表面近似色X655 ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289

表面近似色木星 N32 ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802

表面近似色PSH2 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾃｨｰ ○ ○076

表面近似色PY29 ｸﾘｰﾑ ｽﾄﾛｰ ○ ○151

表面近似色S30 ﾆｭｰｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒｲﾌﾟﾙｵｰｶｰ ○ ×673

表面近似色W82 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027

表面近似色Y21X(限) ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

表面近似色Y22 ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049

ｲﾒｰｼﾞ近似色木星檜 P01 淡 ｷｬﾒﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○408

表面近似色P02 濃 ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333

93（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ｸﾗﾎﾞｳ 倉敷紡績(株)　

色  
番号

ﾄﾘﾑｽ
幕板等 UNT UNT 未対応 ZZZ

ｳｫｰﾙﾅｯﾄ(WN) ｳｫｰﾙﾅｯﾄ(WN) 未対応 ZZZ

表面近似色ｽﾃﾝｸﾞﾚｰ(CYG) ｽﾃﾝｸﾞﾚｰ(CYG) ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面色ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙﾌﾞﾗｳﾝ(TSB) ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙﾌﾞﾗｳﾝ(TSB) Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

表面近似色ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ(MTW) ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ(MTW) AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ(WB) ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ(WB) 未対応 ZZZ

樹脂系建材 超木
幕板等 BK BK(ﾌﾞﾗｯｸ) 未対応 ZZZ

表面近似色BR BR(ﾌﾞﾗｳﾝ) ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色WH WH(ﾎﾜｲﾄ) ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022

超木
表面近似色※幕板等 BK(ﾌﾞﾗｯｸ) BK(ﾌﾞﾗｯｸ) TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

幕板等
幕板等 TEN(ﾃﾝﾌﾞﾗｳﾝ) TEN(ﾃﾝﾌﾞﾗｳﾝ) 未対応 ZZZ

表面近似色WH(ﾎﾜｲﾄ) WH(ﾎﾜｲﾄ) ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65

窯業系建材 ｸﾗﾝｾﾘｰﾄ
表面近似色幕板等 CYG CYG(ｽﾃﾝｸﾞﾚｰ) ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082

表面近似色MTW MTW(ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ) AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655

表面近似色NB NB(ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ) Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

SFJ(廃) SFJ(ｴｽｴﾌﾍﾞｰｼﾞｭ) 未対応 ZZZ

表面近似色TSB TSB(ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙﾌﾞﾗｳﾝ) Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

WB WB(ﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ) 未対応 ZZZ

94（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾌｸﾋﾞ化学工業(株)

色  
番号

ｺﾝﾊﾟﾙｿﾘｰ
幕板等 ﾋﾟﾆｰ糸柾 ﾋﾟﾆｰ糸柾 未対応 ZZZ

ﾋﾟﾆｰ柾 ﾋﾟﾆｰ柾 未対応 ZZZ

表面近似色ﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

表面近似色※ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

ｾﾐｯｸｽ
表面近似色幕板等 B ﾌﾞﾗｳﾝ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777

K ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

※類似色※PM 木目ﾋﾟﾆｰ Aﾃﾞﾆｯｼｭﾒｰﾌﾟﾙ ○ ○F91

W ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

表面色※ﾌﾞﾗｯｸ ﾌﾞﾗｯｸ TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

ｾﾐｯｸｽ ﾊﾞｰﾝｳｯﾄﾞ
表面近似色※幕板等 CC ｺｺｱﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20

CM ｷｬﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

表面色MW ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617

表面近似色※SB ｾﾋﾟｱﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10

ｾﾐｯｸｽ破風板DH
表面近似色幕板等 BS ﾌﾞﾗｳﾝS ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色※KS ﾌﾞﾗｯｸS TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

表面近似色WS ﾎﾜｲﾄS ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

ｾﾐｯｸｽ破風板LH
表面近似色破風板LH(長持ちｺｰﾄ) BY ﾌﾞﾗｳﾝY ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141

表面近似色EY ﾍﾟｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭY ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面近似色GY ｳｫｰﾑｸﾞﾚｰY ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面近似色KY ﾌﾞﾗｯｸY Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76

表面近似色WY ﾎﾜｲﾄY ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

幕板等 BL ﾌﾞﾗｳﾝL 未対応 ZZZ

表面近似色EL ﾍﾟｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭL ｼﾞﾝｼﾞｬｰｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○843

表面近似色GL ｳｫｰﾑｸﾞﾚｰL ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18

表面近似色※KL ﾌﾞﾗｯｸL TF2000ﾌﾞﾗｯｸ ○ ○G24

表面近似色WL ﾎﾜｲﾄL ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

軒天換気孔
VA-200 VA200-B ﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

VA200-K ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

VA200-T ﾁｰｸ 未対応 ZZZ

VA200-W ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

ｴﾙｼｱ NEDXBK ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

NEDXBW ﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

NEDXW ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

発砲ｳﾚﾀﾝ製外装装飾材
ｸﾗｼｶﾙEXA ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

窯業系不燃外装装飾材
ｾﾐｯｸｽ ｾﾗｼﾞｪﾙｶ 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

95（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　　※：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！

年 号2022 6月



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
ﾌｸﾋﾞ化学工業(株)

色  
番号

窯業系不燃外装装飾材
ｾﾐｯｸｽ破風板H･T B ﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

K ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

表面近似色W ﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24

無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装品(ｼｰﾗｰ品) 無塗装 000

96（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　　※：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！

年 号2022 6月


