
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
日鉄鋼板(株)

色番号

年 号2022 7月

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｾﾘｵｽｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
くしびき KB1 ｶｽﾀｰﾄﾞ ﾈｰﾌﾟﾙｽｲｴﾛｰ ○ ○512 表面近似色

KB2 ﾌﾚﾝﾁﾁｬｺｰﾙ Nﾊﾟﾋﾟﾙｽﾎﾜｲﾄ ○ ○816 表面近似色

KB3 ﾊｰﾍﾞｽﾄｵﾚﾝｼﾞ ｻﾝｾｯﾄｵﾚﾝｼﾞ ○ ○677 表面近似色

ｻｶﾞﾝ A718 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 表面近似色

X554 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96 表面近似色

X655 ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289 表面近似色

すい星 L7M3 ﾌﾞﾗｳﾝ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82 表面近似色

N32 ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802 表面近似色

PY29 ｸﾘｰﾑ ｿﾌﾄﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○062 表面近似色

W82 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

Y21X ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049 表面近似色

ｽﾀｰﾗｲﾝR A551 ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

S81V ｼﾙﾊﾞｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090 表面近似色

S84V ﾒﾀﾘｯｸｽｶﾝﾃﾞｨｱﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744 表面近似色

X592 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面近似色

X655 ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289 表面近似色

ｽﾀｰﾗｲﾝﾌﾟﾗｲﾑ A351 ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 ※類似色

A451 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

A551 ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

A553(受) ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100 表面近似色

A718 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 表面近似色

A818(受) ｷﾞﾝｸﾞﾛ ｼﾙﾊﾞｰﾐｽﾄ ○ ○195 表面近似色

R21V(受) ｸﾗｼｯｸﾙｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

S82X ﾒﾀﾘｯｸｼｬﾝﾊﾟﾝ Nﾒﾛｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○794 表面近似色

S84V ﾒﾀﾘｯｸｽｶﾝﾃﾞｨｱﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744 表面近似色

X162 ｿﾌﾄｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾚﾝｼﾞ ○ ○597 表面近似色

X554 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96 表面近似色

X592 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面近似色

X655(受) ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289 表面近似色

X819 ﾏｯﾄｼﾙﾊﾞｰ KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887 表面近似色

ｽﾀｰﾗｲﾝﾌﾟﾗｲﾑ-HJ HJ12 ｿﾌﾄｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾚﾝｼﾞ ○ ○597 表面近似色

HJ21(受) ｸﾗｼｯｸﾙｰｼﾞｭ 未対応 ZZZ

HJ31 ﾓｽｸﾞﾘｰﾝ Cﾌｧｰﾝｸﾞﾘｰﾝ ○ ×804 ※類似色

HJ41 ﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

HJ51 ﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

HJ52 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面近似色

HJ53(受) ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100 表面近似色

HJ54 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ Nﾗｲﾁﾎﾜｲﾄ ○ ○F96 表面近似色

HJ65(受) ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289 表面近似色

HJ78 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｼｶﾞｰﾁｬｺｰﾙ ○ ○J85 表面近似色

HJ82 ﾒﾀﾘｯｸｼｬﾝﾊﾟﾝ Nﾒﾛｰﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○794 表面近似色

HJ84 ﾒﾀﾘｯｸｽｶﾝﾃﾞｨｱﾌﾞﾙｰ Kｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸﾌﾞﾙｰ ○ ○744 表面近似色

HJ88(受) ｷﾞﾝｸﾞﾛ ｼﾙﾊﾞｰﾐｽﾄ ○ ○195 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
日鉄鋼板(株)

色番号

年 号2022 7月

金属ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(ｾﾘｵｽｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ)
ｽﾀｰﾗｲﾝﾌﾟﾗｲﾑ-HJ HJ89 ﾏｯﾄｼﾙﾊﾞｰ KMｸｰﾙｸﾞﾚｰ ○ ○887 表面近似色

快星 L7M3 ﾌﾞﾗｳﾝ ｾﾎﾞﾘｰｸﾞﾚｰ ○ ○I82 表面近似色

N32 ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802 表面近似色

Y21X ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049 表面近似色

Y50 ﾏｲﾙﾄﾞﾁｬｺｰﾙ ｵｲｽﾀｰﾎﾜｲﾄ ○ ○025 表面近似色

Y83 ﾏｲﾙﾄﾞﾎﾜｲﾄ ｼﾙｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○022 表面近似色

快星もくめ YK1P 焼杉 Nﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄｺｺｱ ○ ○D15 ｲﾒｰｼﾞ近似色

輝石 A718 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 表面近似色

D552 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面近似色

X592 ｼｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面近似色

X655 ﾓｶﾍﾞｰｼﾞｭ ﾕｰﾛｵﾚﾝｼﾞ ○ ○289 表面近似色

木星 N32 ﾏｲﾙﾄﾞｸﾞﾚｰ Cﾘﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○802 表面近似色

PSH2 ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌﾞﾛﾝｽﾞﾃｨｰ ○ ○076 表面近似色

PY29 ｸﾘｰﾑ ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色

S30 ﾆｭｰｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾒｲﾌﾟﾙｵｰｶｰ ○ ×673 表面近似色

W82 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

Y21X(限) ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049 表面近似色

Y22 ｱｲﾎﾞﾘｰ ﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○049 表面近似色

木星檜 P01 淡 ｷｬﾒﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○408 ｲﾒｰｼﾞ近似色

P02 濃 ﾌﾞﾗｳﾝｵｰｸ ○ ○333 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！


