
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) 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色番号

年 号2022 7月

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ iｼﾘｰｽﾞ
ｿﾌｨｱﾙﾌﾞﾘｯｸ 1FU1KD5V SPｵﾚﾝｼﾞ Tﾌﾛｽﾎﾜｲﾄ ○ ○A82 目地色！

1FU1KD5V SPｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾐｰﾋﾟﾝｸ ○ ○M87 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

1FU1KD5W SPｸﾞﾚｰ 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

1FU1KD5W SPｸﾞﾚｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 目地近似色！

1FU1KDDN SPｺｺｱ Tﾄｰﾆｰﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ×A65 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾌｧｲﾝﾎﾞｰﾀﾞｰ 1FE1KD5X ｱｿｰﾄ ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 ｲﾒｰｼﾞ近似色

1FE1KDDH ﾌｧｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾘｯﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○740 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

1FE1KDDJ ﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ ﾍﾟｰﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○197 表面ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑSPｼﾘｰｽﾞ
FB型ｺﾙﾓﾛｯｸ ﾌﾟﾚﾐｱﾑSP 1CA1KD5L ｺﾙﾓｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 目地近似色

1CA1KD5M ｺﾙﾓﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473 目地色

1CA1KD5N(廃) ｺﾙﾓﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 目地色

1CA1KD5P ｺﾙﾓﾁｬｺｰﾙ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 目地近似色

FB型ﾃﾞﾌｨｰﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑSP1BD1KD5R ﾃﾞﾌｨｰﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 目地近似色

1BD1KD5S ﾃﾞﾌｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473 目地近似色

1BD1KD5T ﾃﾞﾌｨｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430 目地色

1BD1KD5U ﾃﾞﾌｨｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 目地近似色

F型 ﾊﾟｰﾁｪｳｯﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑSP 1BV1G581 ﾊﾟｰﾁｪｱｲﾎﾞﾘｰ 未対応 ZZZ

1BV1G582 ﾊﾟｰﾁｪｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

1BV1G583 ﾊﾟｰﾁｪｶﾌｪ 未対応 ZZZ

1BV1G584 ﾊﾟｰﾁｪｶｰﾎﾞﾝ 未対応 ZZZ

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼﾘｰｽﾞ
CS型ｾﾝﾀｰｽﾊﾟﾝU ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CS1G05Y ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

1CS1G061 ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰII ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 表面近似色

1CS1G062 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸII Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

1CS1G063 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄII Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面色

1CS1G064 ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰII AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

1CS1G065 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰII 未対応 ZZZ

1CS1G066 ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰII ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009 表面近似色

1CS1G067(廃) ﾒﾀﾘｯｸｺﾞｰﾙﾄﾞII ﾂｰﾄﾝｵﾘｰﾌﾞ ○ ×235 表面近似色

FB型ｺﾙﾓﾛｯｸ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CA1KD29 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

1CA1KD4R ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

1CA1KD4T(廃) ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 表面近似色

1CA1KD4Z(廃) ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色※

1CA1KD5B(廃) ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473 表面近似色

FB型ﾃﾞﾌｨｰﾎﾞｰﾀﾞｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BD1KD27 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1BD1KD29 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色※

1BD1KD5B ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473 表面近似色

1BD1KD5C ﾐﾙｷｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430 表面色

FB型ﾈｵﾚﾘｰﾌ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BS1KD27 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65

1BS1KD29 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

1BS1KD4R(廃) ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

1BS1KD4T ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 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) 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色番号

年 号2022 7月

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼﾘｰｽﾞ
FB型ﾈｵﾚﾘｰﾌ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BS1KD4V ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

FB型ﾚｸﾄﾐｭｰﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CJ1KD27 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1CJ1KD29 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面色

1CJ1KD2A ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009 表面近似色

1CJ1KD4U ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 表面近似色※

1CJ1KD5Y ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

FB型ﾚﾌｨｰﾅｳｫｰﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CL1KD4L ﾚｲｷｰﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65 表面近似色

1CL1KD4X ﾚｲｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496 表面近似色

1CL1KD4Y ﾚｲｷｰﾌﾞﾗｳﾝ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97 表面近似色

1CL1KD4Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

FN型ｼﾝｽﾄﾗｲﾌﾟII ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CN2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1CN2G029 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

1CN2G02A(廃) ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009 表面近似色

1CN2G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 表面近似色

FN型ﾀﾞｲﾔｼｪｲﾌﾟII ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CP2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1CP2G02A(廃) ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009 表面近似色

1CP2G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 表面近似色

1CP2G04R ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

1CP2G05Y ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

FN型ﾃﾞﾘｶｰﾌﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BW2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1BW2G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 表面近似色

1BW2G04R ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

1BW2G04Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

F型 ﾊﾟｰﾁｪｳｯﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BV1G527 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1BV1G54L ﾚｲｷｰﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65 表面近似色

1BV1G54T ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 表面近似色

1BV1G54Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

F型塗り壁 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1BJ1G54L ﾚｲｷｰﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65 表面近似色

1BJ1G54X ﾚｲｷｰﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496 表面近似色

1BJ1G54Y ﾚｲｷｰﾌﾞﾗｳﾝ Nｷｬﾗｳｪｲﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○H97 表面近似色

1BJ1G54Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色※

M型ｽﾏｰﾄﾌﾗｯﾄ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1CM2G04L ﾚｲｷｰﾎﾜｲﾄ ｼｭｸﾚﾎﾜｲﾄ ○ ○L65 表面近似色

1CM2G04Z ﾚｲｷｰﾁｬｺｰﾙ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1CM2G05Y ﾒﾀﾘｯｸﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

1CM2G068 ﾌﾞﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ﾓｶGCS ○ ○081 表面近似色

NS型ﾈｵｽﾊﾟﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1NS2G01S ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

1NS2G026 ｲｴﾛｰｵｰｶｰ 未対応 ZZZ

1NS2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1NS2G029 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

1NS2G02A ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009 表面近似色

1NS2G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 表面近似色

1NS2G04R ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

1NS2G04S ﾐｽﾄﾌﾞﾗｯｸ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27 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) 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色番号

年 号2022 7月

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼﾘｰｽﾞ
NS型ﾈｵｽﾊﾟﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1NS2G04T ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 表面近似色

1NS2G04U ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 表面近似色※

1NS2G05E ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

N型ｶｰﾚﾝﾘｰﾌ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1NK2G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1NK2G029(廃) ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

1NK2G02A ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009 表面近似色

1NK2G02B(廃) ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 表面近似色

ST型ｾﾝﾀｰｽﾄﾗｲﾌﾟU ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 1SU1G027 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ KMｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ ○ ○H65 表面近似色

1SU1G029 ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面色

1SU1G02A ｶﾞﾝﾒﾀﾙｼﾙﾊﾞｰ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄｸﾞﾚｰ ○ ○009 表面近似色

1SU1G02B ﾗｲﾄﾒﾀﾘｯｸｼﾙﾊﾞｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 表面近似色

1SU1G04R(廃) ﾐｽﾄｱｲﾎﾞﾘｰ AGﾎﾜｲﾄ ○ ○655 表面近似色

1SU1G04T ﾐｽﾄﾌﾞﾗｳﾝ Aｱｸｼｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○857 表面近似色

1SU1G04U ﾐｽﾄｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 表面近似色※

1SU1G05E(廃) ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾍﾞｰｼｯｸｼﾘｰｽﾞ
A型 1AA1G545 ｸﾞﾚｰII ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010 表面近似色

1AA1G547 YSｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

1AA1G548 KUﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

1AA1G54W NｺﾞｰﾙﾄﾞII 未対応 ZZZ

1AA1G558 ﾌﾞﾗｯｸII 未対応 ZZZ

1AA1G559 ﾛｰｽﾞｸﾘｰﾑII 未対応 ZZZ

1AA1G55A ﾍﾞｰｼﾞｭII ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161 表面近似色

D型ﾉｰｽｳｯﾄﾞ 1DD1KD2C ｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010 表面近似色

1DD1KD2F(限) ﾚﾝｶﾞ 未対応 ZZZ

1DD1KD2H ﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161 表面近似色

1DD1KD2J ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

1DD1KD3N ﾍﾞｲｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15 表面近似色

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾓﾉｶﾗｰｼﾘｰｽﾞ
FB型ﾌﾞﾘｯｸ(限) 1FP1KD2H ﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾚｲﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○161 表面近似色

1FP1KD3F ﾏｽﾀｰﾄﾞｲｴﾛｰ ｸﾘｱｵﾚﾝｼﾞ ○ ○642 表面近似色

1FP1KD3N ﾍﾞｲｸﾌﾞﾗｳﾝ Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15 表面近似色

1FP1KD3Q ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496 表面近似色

FB型影光 1FE1KD17 ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

1FE1KD18 ｿﾌﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ﾗﾌﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○496 表面近似色

1FE1KD19 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｻｶﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ○043 表面近似色

1FE1KD3K ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 表面近似色

1FE1KD4C ﾌﾟﾙｸﾗﾌﾞﾗｳﾝ ﾃﾞｻﾞｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○430 表面近似色

1FE1KD4D ﾌﾟﾙｸﾗﾌﾞﾗｯｸ KMﾎﾞﾅﾃｨｸﾞﾚｰ ○ ○H51 表面近似色

F型 ﾊﾟｰﾁｪｳｯﾄﾞ 1BV1G53K ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 表面近似色

1BV1G53L ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ KMﾕﾆｺｰﾝﾎﾜｲﾄ ○ ○892 表面近似色

1BV1G54D ﾌﾟﾙｸﾗﾌﾞﾗｯｸ KMﾎﾞﾅﾃｨｸﾞﾚｰ ○ ○H51 表面近似色

ST型ｾﾝﾀｰｽﾄﾗｲﾌﾟU 1SU1G017 ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

3 / 4

（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) 金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ

色番号

年 号2022 7月

ｾﾝﾀｰｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾓﾉｶﾗｰｼﾘｰｽﾞ
ST型ｾﾝﾀｰｽﾄﾗｲﾌﾟU 1SU1G03R ﾊﾊﾞﾅﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

1SU1G03S ｼﾞｪﾆｭｲﾝﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

1SU1G03T ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

両面鋼板ﾊﾟﾈﾙ
FN型ﾀﾞｲﾔｼｪｲﾌﾟBSII(受) 1CR2L045 ｸﾞﾚｰII ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010 表面近似色

1CR2L047 YSｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

4 / 4

（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！


