
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

年 号2022 7月

ｼﾝﾌﾟﾙﾓﾀﾞﾝｼﾘｰｽﾞ
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 表面近似色

SFJ4-218(休) Fﾗｲﾄｱｯｼｭ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

SFJ4-284(休) Fｸｰﾙﾈｲﾋﾞｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

SFJ1-261(休) Fｵｰﾀﾑﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

SFJ1-287 Fｸﾞﾗﾝﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

SFI2-284 Fｸｰﾙﾈｲﾋﾞｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

SPI1-384 ｸｰﾙﾈｲﾋﾞｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

ﾅﾁｭﾗﾙｼﾘｰｽﾞ
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 表面近似色

1 / 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　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！
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ﾅﾁｭﾗﾙｼﾘｰｽﾞ
NP-ｼｬﾄﾞｰﾗｲﾝ NPS1-326 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

NPS1-332 ﾒﾙﾃｨｼｮｺﾗ 未対応 ZZZ

NPS1-339 ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546 表面近似色

NPS1-349 ｼﾄﾛﾝｸﾘｰﾑ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

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


