
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

年 号2022 7月

ｱﾆｭｰｼﾘｰｽﾞ
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 表面近似色

MAW5391H5 ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

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 表面近似色

MAW5421H5(在) ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

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 表面近似色※

MAW5381K4 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

MAW5381LL ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ2 Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11 ※類似色

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
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 表面近似色

MAW5191LL ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ2 Nﾌｨｯﾄﾈｲﾋﾞｰ ○ ○D11 ※類似色

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 表面近似色

MAW5191MS1 ﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

MAW5341GL(在) ｸﾘｱﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

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

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 表面近似色

MAW5291ML ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

MAW5291R2(在) ﾃﾞｨｰﾌﾟﾚｯﾄﾞ 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
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ｼﾝﾌﾟﾙｼﾘｰｽﾞ16
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 表面近似色

MAW5201GL ｸﾘｱﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

MAW5201H3 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

MAW5201H5 ｼﾙｸﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面色

MAW5201L2 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

MAW5201MK ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

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

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 表面近似色

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

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 表面近似色

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
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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 目地近似色

MAW5312V37 細石ｱｲｽﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色※

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 表面近似色※

MAW5302C7 ﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039 表面色

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 表面近似色

切石柄II(在) MAW5331V12 切石ｵｰｶｰ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532 表面色※

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※
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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) はる一番

色番号

年 号2022 7月

ﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾘｰｽﾞ16
長石柄II 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 目地近似色※

MAW5102V27S 長石ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 目地色

MAW5102V32S(在) 長石ﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 目地近似色

MAW5102V34S 長石ｸﾞﾘｰﾝ ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264 表面近似色

長石柄III MAW5102V17SA 長石ｷｬﾒﾙ Kﾊﾞﾛﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○532 目地近似色

MAW5102V35S 長石ｱｰﾍﾞﾝﾄｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ

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 目地近似色

MAW5231V27(在) 銘木ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 目地色

優波柄(在) MAW5431C6 ﾐﾙｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381 表面近似色

MAW5431C7 ﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039 表面色

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 表面近似色

MAW5431K4 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

流刻柄(在) MAW5411C6 ﾐﾙｸﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381 表面近似色

MAW5411C7 ﾛｰｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039 表面色

MAW5411H3 ｸﾘｰﾐｰﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99 表面近似色※

MAW5411H4 ｺﾓﾝﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面色

MAW5411N2 ｳｲﾛｳｸﾞﾘｰﾝ KMﾑｰﾃﾞｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H33 表面近似色

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 目地色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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
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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) はる一番

色番号

年 号2022 7月

はる・一番 遮熱・高耐候ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ塗装品
ﾌﾛｳﾎﾞｰﾀﾞｰ 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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（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！


