
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

年 号2022 6月

FLAT DESIGN PANEL 光ｾﾗ
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

EA6621K shirasu 未対応 ZZZ

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

SMN65G 灰(はい) ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264 ｲﾒｰｼﾞ色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

SMG65G 灰(はい) ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264 ｲﾒｰｼﾞ色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15
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 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 目地近似色※

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 表面近似色※

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

EH7303H ｿｲﾙﾁﾀﾝﾐﾄﾞﾙｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色※

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 目地近似色

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

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

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 表面近似色※

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面色

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 目地近似色※

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 目地色※

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 表面近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15
ﾌﾟﾗｼｰﾄﾞ15 EH38710K ｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

EH38711H 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

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 ｲﾒｰｼﾞ色※

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15 ARTIER ｱﾙﾃｨｴ
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 ｲﾒｰｼﾞ色

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

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

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ15 ARTIER ｱﾙﾃｨｴ
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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

EH4277K QFﾄﾞｩｰﾛﾁﾀﾝﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･光ｾﾗ16
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 表面近似色

EH44712K(受) ｸﾞﾚｰﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

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

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

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

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

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

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

4 / 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　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
ｼｪｰﾌ 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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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

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 目地近似色

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

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地色

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

EW1784H 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

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 目地色

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

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

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

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 表面近似色

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 表面近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
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 目地色

EW1923K QWﾆｭｱﾝｽｸﾞﾚｰ ｸﾛﾑｸﾞﾚｰ ○ ○M30 目地色※

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 目地色

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

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 目地近似色

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 表面近似色

EW2392H QWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

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

EW2394H QWｱｯｼｭｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

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 表面色

EW2396H QW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

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 目地色

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 表面近似色

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 表面近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
ﾊﾟｽﾄﾗﾙ EW2101K 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

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 表面色

EW2104H QW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

EW2104K QW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

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 表面近似色

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 表面色

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

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
ﾒｲｽﾞｽｸｴｱ 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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

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

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

EW1761K MWｿﾙﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 目地色

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 表面近似色

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 目地近似色

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

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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 表面近似色

EW2342H QWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14
ﾚﾍﾞﾚﾝﾄ EW2348H QW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

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 表面近似色

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

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水14広幅
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 表面色

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 表面近似色

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水15
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 表面色

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

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 目地近似色

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

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 目地近似色

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 表面色

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

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 表面近似色

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

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

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 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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 表面近似色

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

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 表面近似色

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

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水15
ｸﾛｯﾄ EW4123K 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

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地色

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

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

EW4254H MWﾎﾞﾜﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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

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

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

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 目地近似色

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 目地近似色

EW4415K MWﾊｲﾄﾞﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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

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



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

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水15
ﾌｧｲﾝｸﾚｽﾀ15 EW3494K MWﾚｰﾍﾞﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面色

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

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 表面近似色

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 表面色

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

EW3872K MWﾏﾁｭｱﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

ﾍﾞｲｶｰﾌﾞﾘｯｸ 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 表面近似色！

EW4271K MWﾘﾈｶﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○L64 目地近似色！

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

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

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

EW4273K MWﾊﾟﾚｽｵｰｶｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色※

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 目地近似色

EW3673K MWｿﾙｶﾌｪ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水16
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 表面近似色

EW44712K(受) MWｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

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

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｴｸｾﾚｰｼﾞ･親水16
新ﾌﾗｯﾄ16 EW4471K MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面近似色

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 表面近似色

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

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 表面近似色

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

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
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 目地近似色

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

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

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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

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 表面近似色※

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 表面色※　

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

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 表面色※　

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

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

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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

CW2375GC MWﾚﾌｨﾅｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227 表面色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
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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

年 号2022 6月

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14
ｼｬﾍﾟﾝﾛｯｸ(寒) CW2376GC MWﾌｫｰﾑﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61 表面色

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

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 表面色※　

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

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

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

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 表面近似色

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

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 表面近似色

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 表面色※

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

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

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 表面近似色

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

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 表面近似色

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 目地近似色

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 表面色※

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

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

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 表面近似色※

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 目地近似色

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 目地近似色

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 目地色

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 表面近似色

CW2215GC MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

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 表面近似色※　

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※　
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 ☆：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。  　　　                
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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

年 号2022 6月

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14
ﾌﾟﾗｼｽ CW2125GC MWｽﾃｨﾙﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204 表面近似色

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

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

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 表面色※　

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

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

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

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

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 目地近似色※　

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 目地近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14
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 目地近似色※　

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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

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

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

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

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水14広幅
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 表面色※　

CW1582WGC MWｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025 表面近似色※　

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 表面近似色※　

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 表面色

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水ﾊﾟﾜｰｺｰﾄ16
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色※　

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 ｲﾒｰｼﾞ色※

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

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 目地近似色

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 目地色

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

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水ﾊﾟﾜｰｺｰﾄ16
ｼｭﾗﾝｸ16 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 目地近似色

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

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

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 表面近似色

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 表面色※

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 目地ｲﾒｰｼﾞ色

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

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

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 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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 表面色

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

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 表面色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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

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

CL3804C AL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※
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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

年 号2022 6月

ｾﾗﾃﾞｨｰﾙ･親水ﾊﾟﾜｰｺｰﾄ16
板木目16 CL3805C ALﾎﾞﾜﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333 目地近似色

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 表面近似色

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

CL44812C(受) ALﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

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

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
よろい調 CL5101C ALｵｰﾀﾑﾎﾜｲﾄ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025 表面近似色※

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
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ16 ｾﾗﾄﾋﾟｱ
ﾚﾏｰﾚII NH4802A QFﾚﾏｰﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾀｳﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○079 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
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 表面近似色

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

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

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 表面近似色

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

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

NH5611K 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

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 目地近似色

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 目地近似色

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 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
ﾃﾞｨﾚｸﾄｰﾝ18 NH5455K QFﾙｰﾁｪﾁﾀﾝｼﾙﾊﾞｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色　

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

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
ﾊｰﾓﾚｲﾄﾞ 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 目地近似色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 表面色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地色

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

20 / 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　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18
ﾏﾚｽﾄｰﾝ18 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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 表面色

NH5234U 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

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 ｲﾒｰｼﾞ色※

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 目地近似色

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 表面色

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
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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

NH5572U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝｲｴﾛｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 目地色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

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
ﾅﾁｭﾗﾙﾚﾝｶﾞ18 NH5573U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140 目地近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色※

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
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

NH5273U ｴﾋﾟｶﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ﾌｫｸｼｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○R03 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

NH5292U ﾄｰﾝﾁﾀﾝｷｬﾒﾙ ﾒｲﾌﾟﾙｵｰｶｰ ○ ×673 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

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
ﾗﾌｼｪｲｸ NH5436U ｼｰﾝﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18 ｾﾗﾄﾋﾟｱ
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

NH5422A QFｳｯﾄﾞﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

NH5775A QFｴｽﾄﾚﾓﾁﾀﾝｵｰｸ ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地色

NH5653A QFｶﾝﾋﾞｵﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ﾁｬｺｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○017 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

NH5655A QFｶﾝﾋﾞｵﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

NH5746A QFｺﾝﾄﾗｽﾄﾁﾀﾝｱｲﾛﾝ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

NH5671A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 目地色

NH5672A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546 目地近似色

NH5673A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

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 目地近似色

NH5674A QFｼｬﾄﾚﾁﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾈｵﾛｯｸ･光ｾﾗ18 ｾﾗﾄﾋﾟｱ
ﾌﾞﾙﾚｳｯﾄﾞ18 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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾈｵﾛｯｸ･親水16
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 表面近似色

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 表面近似色

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 目地近似色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 表面色

NW4344A MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082 表面近似色

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 表面色

NW4347A MWﾏｯｸｽﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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
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ﾃﾞｨﾚｸﾄｰﾝ NW3642K MWｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656 表面色

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 表面近似色

NW4522A MWﾌﾞﾘｯｸｲｴﾛｰ ﾐﾄﾞﾙｵﾚﾝｼﾞ ○ ○547 表面色

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 表面近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地色※

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 表面近似色※

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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
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ﾆｭｰﾘｯｼﾞｳｪｰﾌﾞ 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

NW3855A MWｶｰﾗｱｲﾎﾞﾘｰ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140 ｲﾒｰｼﾞ色

NW3856A MWﾌｧｰﾛﾌﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61 ｲﾒｰｼﾞ近似色　

NW3857A 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

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

NW3987A MWｼﾙｸｸﾞﾚｰ ｽﾄｰﾝｸﾞﾚｰ ○ ○082 表面近似色

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 表面色

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 目地色

NW4673U MWﾃﾝﾀﾞｰｸﾞﾚｰ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039 目地近似色

NW4674U MWﾗｽﾃｨｵﾚﾝｼﾞ ｱﾙﾎﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○N57 目地色

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16
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 目地近似色

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 目地色

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 表面近似色

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 表面近似色

FH7172U QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

FH7173U QFｱｯｼｭﾁﾀﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 表面近似色

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 表面近似色

FH7282A QFｼﾙｸﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

FH7283A QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16
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 表面色

FH7162U QFﾀﾞｽｷｰﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 表面色

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16 ARTIER　ｱﾙﾃｨｴ
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

FH7132U QFﾐｭﾘﾁﾀﾝｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

FH4926U QFｵﾙﾀｰﾁﾀﾝｲｴﾛｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860 目地近似色

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 目地色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

FH4912U QFﾗｳﾄﾁﾀﾝｵﾚﾝｼﾞ ｶﾅﾘﾔｲｴﾛｰ ○ ○637 目地近似色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16 ARTIER　ｱﾙﾃｨｴ
ﾘｯｼﾞｳｪｰﾌﾞFT 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 目地色

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
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･光ｾﾗ16 ｾﾗﾄﾋﾟｱ
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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･親水16
ｱｸﾗﾃFT FW7131U MWﾐｰｸﾞﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

FW7134U MWﾐｰｸﾞﾌﾞﾗｯｸ ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 目地近似色

FW4904U MWｸﾗｼｺﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430 目地色

ｶﾙﾃﾞﾅFT FW7181U MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

FW7182U MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 表面近似色

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



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･親水16
ｶﾙﾃﾞﾅFT 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 表面近似色

FW7172U MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

FW7173U MWｱｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 表面近似色

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 表面近似色

FW7282A MWｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

FW7283A MWﾏｯｸｽﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

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 表面色

FW7162U MWﾀﾞｽｷｰｸﾞﾚｰ ｾﾋﾟｱM ○ ○227 表面近似色

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 表面色

FW7164U MWﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 表面近似色

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

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

FW4872U 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

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 表面近似色

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 目地近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 表面近似色

FW4934U MWﾍﾟｻﾞﾝﾃﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 表面色

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 目地近似色

FW4924U MWﾃﾈﾙﾚｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

FW4862U MWﾌﾛｰﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾊﾞﾌﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○K26 目地近似色

FW4863U MWﾊｲﾄﾞｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

FW4852U MWｶｰﾗｱｲﾎﾞﾘｰ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

FW4854U MWｶｰﾗﾌﾞﾗｯｸ Cｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○777 ｲﾒｰｼﾞ近似色
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（廃）：廃番品　（廃予）：廃番予定品　（寒）：寒冷地域限定品　（限）：地域限定品　(休)：一時休止品
（受）：受注生産品   (在)：在庫確認品　(納)：納期確認品　(取)：取寄せ商品 　※：対応色変更品     
 ☆：特殊色につき、お問合せ下さい。 ！：付属品の色に合わせてお選び下さい。  　　　                
                    　　　　　　   最新情報は、ｈｔｔｐ：//ａｕｔｏｎ．ｊｐで！



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

オートンサイディングシーラント対応表
ｹｲﾐｭｰ(株)

色番号

年 号2022 6月

ﾌｨﾙﾃｸﾄ･親水16
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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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
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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

AH5394U 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

AH5395U QFﾏｯｸｽﾁﾀﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

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 表面近似色

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 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！


