
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

年 号2022 7月

COOL
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し 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し 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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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

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 表面近似色

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

EFM301F(受) ｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

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

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 表面近似色

ﾓｴﾝｱｰﾄ
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

1 / 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　(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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ﾓｴﾝｱｰﾄ
ｱｰﾁﾌｫﾙﾑ AY8116 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

AY8117 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

ｱｰﾄ下地材14 WNX191 ｸﾞﾚｰ 未対応 ZZZ

ｱｰﾄ下地材16 ENX101NK ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面色

AY4108 ｱｯｼｭｻﾝﾄﾞ ﾓｶGCS ○ ○081 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

AY4109 ｽｶｰﾚｯﾄｻﾝﾄﾞ 未対応 ZZZ

AY4110 ﾀﾝﾌﾞﾗｳﾝｻﾝﾄﾞ ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

AY4120 ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｻﾝﾄﾞ ﾌｧﾝｼｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○437 ｲﾒｰｼﾞ色

AY4121 ｿｲﾙｻﾝﾄﾞ KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾓｴﾝｱｰﾄ ﾏｽﾀｰｼﾘｰｽﾞ
ｱｰﾄ下地材 ENX101N ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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

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 ｲﾒｰｼﾞ色

AT1349 ｽﾌﾟﾘｱﾚｯﾄﾞ ｽﾊﾟﾆｯｼｭｱﾝﾊﾞｰ ○ ○441 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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 表面色

AT1226 ｸﾞﾚｰｽｵﾚﾝｼﾞ KMｷｬﾗﾒﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○890 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

AT1234 ﾒﾙﾃｨｰﾗｽﾄ 未対応 ZZZ

AT1235 ﾒﾙﾃｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾕｰｹﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○369 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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！
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ﾆﾁﾊ(株)

色番号
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ﾓｴﾝｱｰﾄ ﾏｽﾀｰｼﾘｰｽﾞ
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

AT1131 ｷｭﾘｵﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

AT1132 ﾍｲｽﾞﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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
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 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

ELS052P ｸｱﾗMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ELS056P ｸｱﾗMGﾈﾛ30 KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

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 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Fu-ge PREMIUM
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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ELS104P ﾚｾﾋﾟMGﾁｬｺｰﾙ30 ﾙｼｯﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○170 表面色

ELS107P ﾚｾﾋﾟMGﾈﾛ30 KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

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 表面色

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
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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色！

EFF261P ﾘｯﾋﾟMGﾎﾜｲﾄ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860 目地近似色！

EFF262P ﾘｯﾋﾟMGｲｴﾛｰ Mｿｳﾊﾞｰｲｴﾛｰ ○ ○882 表面近似色！

EFF262P ﾘｯﾋﾟMGｲｴﾛｰ ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432 目地色！

EFF263P ﾘｯﾋﾟMGｵﾚﾝｼﾞ 未対応 ZZZ ！

EFF263P ﾘｯﾋﾟMGｵﾚﾝｼﾞ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29 目地色！

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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
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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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ｼﾝﾄｱ 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 表面近似色

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 表面色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 目地近似色※

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 目地近似色※

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ﾌﾟﾘﾚｰﾄ 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

EFF274P ﾐﾙﾄMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 目地近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色※

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 表面色

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 目地近似色※

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 表面近似色

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。  　　　                
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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

年 号2022 7月

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
ﾚｽﾍﾟﾝﾀﾙ 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 目地色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

EFF072F ｾﾚﾅｽMGｱﾌﾟﾘｺｯﾄ Nﾒﾛｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○C82 表面ｲﾒｰｼﾞ色※

EFF073F ｾﾚﾅｽMGﾊﾆｰ Nﾊﾆｰｲｴﾛｰ ○ ○C90 表面近似色

EFF075H ｾﾚﾅｽMGｴﾎﾞﾆｰ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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
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 表面色

EJB8523EK ﾅﾁｭﾗﾙE ﾛｲﾔﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○432 表面近似色

EJB8524EK ｸﾗｳﾄﾞE ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485 表面色

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 目地近似色

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 NOHASｼﾘｰｽﾞ PREMIUM
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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地色

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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

ELG248NK ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶｰMG30 KMﾚﾉｰﾙｵｰｶｰ ○ ○D16 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ELG249NK ﾉｰｽｸﾞﾘｰﾝMG30 ｱｯｻﾑｸﾞﾘｰﾝ ○ ○L17 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ELG285FK ﾏﾊﾋﾞMGｽﾓｰｸ30 KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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
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 目地色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地色

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 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ｷｬｽﾃｨﾝｸﾞｳｯﾄﾞ 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

EPC283LK ﾏﾊﾋﾞMGﾙﾋﾞｰ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 ｲﾒｰｼﾞ近似色

EPC284LK ﾏﾊﾋﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 ｲﾒｰｼﾞ近似色

EPC285LK ﾏﾊﾋﾞMGｽﾓｰｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 PREMIUM
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 表面近似色

ELG3812FK ﾊﾟﾃｨMGﾎﾜｲﾄ30 KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99 表面色

ELG386FK ﾌﾛｽﾄMGﾎﾜｲﾄ30 AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

ELG724NK ﾙﾌｨﾈMGﾌﾞﾗｯｸ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面色

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 Vｼﾘｰｽﾞ
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 表面近似色

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
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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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
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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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ｸﾞﾚｲﾝｳｯﾄﾞV 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

EFA1953GK ﾏﾃﾚMGﾎﾜｲﾄ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99 表面色

EFA1954GK ﾏﾃﾚMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 目地近似色

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

EFA2855FK ｺﾝﾃｨMGｸﾞﾚｰ ﾋﾟｰｽﾌﾞﾛﾝｽﾞ ○ ○320 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
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 表面近似色

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 目地色

EFA5453YK ｽﾄﾚﾑMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾀｰｷｯｼｭﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○Q19 表面色

EFA5454LK ｽﾄﾚﾑMGｾﾋﾟｱ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 目地近似色

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 目地色

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 表面色

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 目地色

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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ﾐﾗｰｼﾞｭﾀｲﾙV 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

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 表面色

EF9054GK 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

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｵﾍﾟﾘｱ60ｼﾘｰｽﾞ
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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ｽﾃｨｯｸｳｯﾄﾞ EJB3723EK ｽﾃｨｯｸMGﾌﾞﾗｳﾝE ﾗｼｰﾇﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J86 表面ｲﾒｰｼﾞ色

EJB3724EK ｽﾃｨｯｸMGｱｿｰﾄE ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

EJB4824EK ﾊﾟﾙﾑMGｸﾘｱﾎﾜｲﾄE AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面ｲﾒｰｼﾞ色

EJB4825EK ﾊﾟﾙﾑMGﾌﾞﾗｯｸE ﾋﾞﾝｾﾝﾄｸﾞﾚｰ ○ ○096 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾘﾅﾙﾓ EJB8621EK ﾘﾅﾙﾓMGﾎﾜｲﾄE ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 ｲﾒｰｼﾞ色

EJB8622EK ﾘﾅﾙﾓMGｸﾞﾚｰE ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

EJB8623EK ﾘﾅﾙﾓMGｼﾙｸE Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38 表面ｲﾒｰｼﾞ色

EJB8624EK ﾘﾅﾙﾓMGｲｴﾛｰE ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｸﾞﾗﾝｽﾍﾟｯｸ60
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 表面近似色

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｸﾞﾗﾝｽﾍﾟｯｸ60 PREMIUM
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 表面近似色

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 目地近似色

ELG772NK ﾘｰﾍﾞMGｸﾞﾚｰ30 ｿｲﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○127 目地色

ELG773NK ﾘｰﾍﾞMGｷｬﾒﾙ30 ｻﾝﾄﾞｿｲﾙ ○ ○039 目地近似色

ELG774NK ﾘｰﾍﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ30 KMﾄｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○888 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16 ｸﾞﾗﾝｽﾍﾟｯｸ60 PREMIUM
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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

ELG522FK 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

ELG525FK ﾘﾍﾞﾙMGﾁｬｺｰﾙ30 ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 目地近似色

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 表面色

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 目地近似色

無垢板型枠RCｳｫｰﾙ16 ELG731NK MGｸﾞﾚｰ30 AGｸﾞﾚｰ ○ ○656 表面近似色

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
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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

EPS495LK ﾄﾗﾝｸMG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

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 目地近似色

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
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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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ﾄﾞﾘｯﾄﾛｯｸ 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 表面近似色

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 目地近似色

EPS527EK ﾊﾟﾃｨMGﾗｲﾄｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802 表面近似色

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

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 目地近似色

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 表面近似色

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
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

ELG339NK ﾌｫﾝﾄﾞMGﾌﾞﾗｯｸ30 ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264 表面近似色

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 目地近似色

ELG327NK ｺｯﾄMGｸﾞﾚｰ30 ｺﾃﾇﾘﾎﾜｲﾄ ○ ○639 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

ELG408NK ｴｱﾙMGﾈﾛ30 Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ELG344NK ﾗﾝﾀﾞMGﾎﾜｲﾄ30 ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

ELG182NK ﾗｸﾙMGﾍﾞｰｼﾞｭ30 ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ﾘﾝﾄﾛｯｸ調 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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
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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

ｸﾞﾗﾍﾞﾘｰﾙ EPB291FK ｲｽﾄﾜMGﾎﾜｲﾄ Aﾓｻﾞｲｸｵﾚﾝｼﾞ ○ ○757 目地色！

EPB291FK ｲｽﾄﾜMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面色！

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 ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78 表面近似色！

EPB295LK ｲｽﾄﾜMGｴﾎﾞﾆｰ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地色！

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 目地近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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
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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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ﾎﾟﾒﾛｽﾄｰﾝ調 EPB401NK ｴｱﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860 目地色

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 目地近似色

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 目地色

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 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

EPB392RK ｴｱﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ Aｸﾞﾚｲﾓﾀﾞﾝ ○ ○894 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

EPB393RK ｴｱﾙMGﾌﾞﾗｯｸ KMｸﾞﾘｽﾞﾘｰﾌﾞﾗｯｸ ○ ○C92 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

EPB342RK ﾗﾝﾀﾞMGﾁｬｺｰﾙ KMﾄﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○A22 ｲﾒｰｼﾞ近似色

EPB344NK ﾗﾝﾀﾞMGﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567 ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

EPB182NK ﾗｸﾙMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034 表面色

EPB183RK ﾗｸﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ ｳｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○J78 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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
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 表面近似色

EPA167EK ﾘﾍﾞﾙMGﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
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 表面近似色

EPA322GK ﾌﾟﾘﾐｴMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22 表面色

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 表面近似色

EPA329GK ﾌｨｸﾞMGﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

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 目地近似色

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 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 表面近似色

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 表面色

EPA384FK ﾌﾛｽﾄMGﾍﾞｰｼﾞｭII ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109 表面近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ18 Fu-ge PREMIUM
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 表面近似色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ18 Fu-ge PREMIUM
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 表面近似色

ELS522P ｵｰﾚﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ30 ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面色

ELS523P ｵｰﾚﾙMGｷｬﾒﾙ30 ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○365 表面近似色

ELS524P ｵｰﾚﾙMGﾌﾞﾗｳﾝ30 ｷｬﾛﾌﾞｺｺｱ ○ ○L66 表面色

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
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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ21 Fu-ge PREMIUM
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 表面近似色

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 表面近似色

ELS712P ｺｺMGｷｬﾒﾙ30 Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97 表面色

ELS713P ｺｺMGｵﾚﾝｼﾞ30 未対応 ZZZ

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 表面近似色

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
ｱﾙﾄﾞﾗ MFX911C ｱﾙﾄﾞﾗMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 目地色

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 目地近似色

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
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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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
ｸﾘﾚﾀｲﾙ MFX745C ｻﾃｨｽMGﾌﾞﾗｳﾝ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

MFX735C ﾄｽｺMGｼﾙﾊﾞｰ ﾉｰｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○094 目地近似色

MFX737C ﾄｽｺMG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

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 目地近似色

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 目地近似色

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 目地色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

MFX853C ｾﾛMGﾌﾞﾗｳﾝ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109 ｲﾒｰｼﾞ色

MFX855C ｾﾛMGｸﾞﾗﾌｧｲﾄ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 目地近似色

MFX231C ﾚﾓｰﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ Nﾋﾏﾗﾔﾎﾜｲﾄ ○ ○B43 目地色

MFX236C ﾚﾓｰﾄﾞMGﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

MFX691C ｴﾐｭMGﾎﾜｲﾄ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

MFX692C ｴﾐｭMGｸﾘｰﾑ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140 ｲﾒｰｼﾞ色

MFX693C ｴﾐｭMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034 表面色

MFX698C ｴﾐｭMGﾌﾞﾗｳﾝ KMﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E57 表面近似色

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 表面色

MFX3513C ｽﾉｰMGﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546 表面近似色

MFX352C ﾑｰﾝMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567 表面色

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 目地近似色

MFX762A ﾊﾞｰｾﾞMGﾌﾟﾗﾁﾅ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96 目地色

MFX764A ﾊﾞｰｾﾞMGｸﾘｰﾑ Nﾌﾛｰﾗﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○864 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地色

MFX832P 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
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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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
ﾊﾟﾃｨﾅｳｯﾄﾞ 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 目地色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地色

MFX483C ﾘｽﾀMGｽﾓｰｸ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133 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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 表面近似色

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 表面近似色

MFX905C ﾘｰﾌﾟMGｸﾞﾚｰ Sｸﾞﾚｰ ○ ○097 表面色

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

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 表面色

MFX7131A ﾙｸﾙﾑMGﾌﾞﾗｯｸII ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 目地近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

MFX7031A ﾓﾘｽMGﾌﾞﾗｯｸII KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

MFX703C ｼﾙﾌMGｸﾞﾚｰ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82 ｲﾒｰｼﾞ色

MFX707C ｼﾙﾌMGｸﾞﾗﾌｧｲﾄ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 表面近似色

ﾘｴｯﾄ MFX751C ﾃﾚﾉMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 目地色

MFX754A ﾃﾚﾉMGｸﾞﾚｲﾝ Sﾌｫｰﾏﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○122 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

MFX756C ﾃﾚﾉMGﾁｬｺｰﾙ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 目地近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ色

MFX824C ﾘﾌﾚMGﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○264 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞM14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

MFX686C ﾓﾃﾞﾚｰﾄMGｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 ｲﾒｰｼﾞ色

MFX689C ﾊﾞｰｾﾞMGﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地色

MFX225C ﾊｳｯﾄﾞMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 目地近似色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色※

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 目地色

木目調(ﾂｰﾄｰﾝ) MFX3720A ﾚｼﾞｪMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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
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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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
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 表面近似色

SQG132P ﾌﾟﾗﾑMGﾎﾜｲﾄII ﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ ○ ○546 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

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
ﾉｰﾌﾞﾝ 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 表面近似色

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 表面近似色

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
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 表面近似色

SPA113P ﾃｨﾝﾄMGﾛｰｽﾞ ﾀﾞｳﾆｰﾛｰｽﾞ ○ ○N24 表面色※

SPA114P ﾃｨﾝﾄMGｲｴﾛｰ 未対応 ZZZ

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 表面近似色

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 表面色

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14
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 表面近似色

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 目地近似色

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
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 目地近似色

ｸﾘﾚﾀｲﾙ(寒) WFX651G ｼｪｲｳﾞMGﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 目地色

WFX653G ｼｪｲｳﾞMGｱｰﾓﾝﾄﾞ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 目地色

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 目地近似色

WFX682G ｱﾙﾌﾟMGﾒｲﾌﾟﾙ Nﾊﾆｰｲｴﾛｰ ○ ○C90 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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

WFX684T ｱﾙﾌﾟMGｶｰｷ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 目地近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 目地色

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 表面色

WFX236G 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

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 ｲﾒｰｼﾞ色

WFX522G ｴﾐｭMGﾍﾞｰｼﾞｭ ﾀﾞｰｸﾎﾜｲﾄ ○ ○034 表面色

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
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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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
ｽﾃﾃﾞｨｽﾄｰﾝ(寒) WFX524T ｴﾐｭMGﾌﾞﾗｯｸ KMｱｲｱﾝｸﾞﾚｰ ○ ○A92 表面近似色

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 表面色

WFX512T ｽﾍﾟﾗMGｵﾌﾎﾜｲﾄ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

WFX514T ｽﾍﾟﾗMGｵｰｶｰ ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面色

WFX515T ｽﾍﾟﾗMGﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 表面近似色

WFX516G ｽﾍﾟﾗMGｱｰﾓﾝﾄﾞ ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○109 目地近似色

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 目地近似色

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 目地近似色

WFX395G ﾘｽﾀMGｱｰﾓﾝﾄﾞ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99 目地色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 表面色

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 目地色

WFX712P ｱﾝｸMGﾅﾁｭﾗﾙ Mｿｳﾊﾞｰｲｴﾛｰ ○ ○882 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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

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 目地近似色

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 目地色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 表面色

WFX618G ﾃﾞｨｱMGﾍﾞｰｼﾞｭ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地色

WFX672T ｷｰﾙMGｺｺｱ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161 目地近似色

WFX673G ｷｰﾙMGﾚｯﾄﾞ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567 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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾌﾞﾘｯｸ調(寒) WFX674T ｷｰﾙMGｵﾚﾝｼﾞ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723 目地近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

WFX4618G ﾐﾆｮﾝMGﾎﾜｲﾄ ｱﾍﾞﾘｱﾎﾜｲﾄ ○ ○L22 表面色

WFX4620G ｾﾞｽﾄMGﾁｬｺｰﾙ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 表面近似色

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 目地近似色

WFX692T ﾌｧｼﾙMGｱｲﾎﾞﾘｰ Nﾎﾜｲﾄｽﾓｰｸ ○ ○860 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

WFX693T ﾌｧｼﾙMGﾍﾞｰｼﾞｭ KMｷｬﾝﾄﾞﾙﾎﾜｲﾄ ○ ○F99 目地近似色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 目地色

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 表面ｲﾒｰｼﾞ色

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 ﾍﾞｰｽ近似色

WFX5921T ｾﾙﾍﾞｽMGﾁｬｺｰﾙII THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 表面近似色

WFX592G 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

WFX593G ﾊﾞｰｾﾞMGｱｲﾎﾞﾘｰ ﾋﾟｰﾁﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○567 目地近似色

WFX594G ﾊﾞｰｾﾞMGｸﾘｰﾑ Tﾌﾛｽﾎﾜｲﾄ ○ ○A82 ﾍﾞｰｽ色

WFX595G ﾊﾞｰｾﾞMGﾌﾞﾗｳﾝ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29 ｲﾒｰｼﾞ色

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 目地近似色

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 表面近似色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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 表面近似色

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 ｲﾒｰｼﾞ近似色

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
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 表面近似色

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
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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
ﾆﾁﾊ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾓｴﾝｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞW14 縦張り ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ
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 表面近似色

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 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！


