
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

年 号2022 6月

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

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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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)
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 表面色

ORA157H7376R 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

ORA157H7385R ﾌｧﾘｰﾎﾜｲﾄGC ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面色

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

ORA155H7387R ﾓﾀﾞﾝｸﾞﾚｰGC ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｽｸﾘｰｾﾞ ORA162H7373R ﾃﾗﾎﾜｲﾄGC ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65 表面色

ORA162H7374R ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰGC ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025 表面近似色

ORA162H7376R ﾊﾞﾙﾑﾌﾞﾗｯｸGC ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121 表面色

ORA162H7380R ｳｫｰﾑｸﾞﾚｰGC ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面色

ORA113H7394R ﾙﾅﾎﾜｲﾄGC Aｿﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○665 表面近似色

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
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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
神島化学工業(株)

色番号

年 号2022 6月

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ
ﾌｧｲﾝﾃｽﾀ 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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

ORA112H7411R ｳｯﾄﾞﾃﾈﾙｲｴﾛｰGC ﾋﾋﾞｷｵｰｶｰ ○ ○522 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地色

ORA112H7419R ｳｯﾄﾞｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸGC KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

ORA048HA03 無塗装 無塗装 000

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 表面色

ORA146H7379R ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰGC ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○068 表面近似色

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 表面近似色

ORA146H7382R ｽｸｰﾛﾁｬｺｰﾙGC ｱﾋﾞｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○J46 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾗﾄﾞﾘｴﾗ ORA168H7457R 赤ﾚﾝｶﾞ(WH)DC ﾀｰｷｰﾚｯﾄﾞ ○ ×N25 表面近似色！※

ORA168H7457R 赤ﾚﾝｶﾞ(WH)DC Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802 目地色！※

ORA168H7461R 赤ﾚﾝｶﾞ(GR)DC KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888 目地色！

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 表面近似色！

ORA168H7463R 黒ﾚﾝｶﾞ(DG)DC ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061 目地近似色！

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ORA123H7407R 海山千ﾌﾞﾗｯｸGC KMﾚﾄﾞｸﾞﾚｰ ○ ○A96 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
神島化学工業(株)

色番号

年 号2022 6月

DRESSE PREMIUM(ﾄﾞﾚｯｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ) ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ
鎧もくめ OUA090H7396R 鎧ﾎﾜｲﾄGC AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

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 表面色

打ちｺﾝR18 ORA164H7377R ｱｯｼｭｸﾞﾚｰGC KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887 表面近似色

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 表面近似色

DRESSE(ﾄﾞﾚｯｾ)
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ORA151H7451V ﾛｯｼｭｸﾞﾚｰ KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ORA112H7425V ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

3 / 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　(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！


