
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
東邦ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ(株)

色番号

年 号2022 7月

ｳｯﾄﾞﾃｸｽﾁｬｰ
7.5EXﾌｫﾚｽﾄ PW-173 ﾅﾁｭﾗﾙ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815 ｲﾒｰｼﾞ近似色

PW-174 ﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾌｫﾚｽﾄﾜｲﾄﾞ PW-173 ﾅﾁｭﾗﾙ Nﾚｰｽﾞﾝﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○815 ｲﾒｰｼﾞ近似色

PW-174 ﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ｾﾗﾐｯｸﾃｸｽﾁｬｰ
455DX TK-33 ﾈｵﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321 表面近似色

TN-21 ﾈｵｸﾞﾚｰ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135 表面近似色

Y-26B ﾈｵﾊﾞﾆﾗ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288 表面近似色

455DXﾄﾚｽ TK-33 ﾄﾚｽﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321 目地近似色

TN-21 ﾄﾚｽｸﾞﾚｰ ｱﾚﾅｸﾞﾚｰ ○ ×135 目地近似色

Y-26B ﾄﾚｽﾊﾞﾆﾗ ｸﾚｲﾎﾜｲﾄ ○ ○484 目地近似色※

ｼｬﾄﾞｰﾚｲﾔｰ LF-18 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ ｼﾙﾊﾞｰﾐｽﾄ ○ ○195 表面近似色

LF-51 LFﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝﾄﾞｾﾋﾟｱ ○ ○141 表面近似色　

LF-55 LFﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

LY-09 ｱｲﾎﾞﾘｰ Aｿﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○665 表面近似色

ｽﾚﾝﾀﾞｰPlus TK-18 ｼﾝｻﾞｸﾞﾚｰ ﾈｲﾋﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○121 目地近似色※

TK-66 ﾏﾎﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

TK-8 ﾏﾎﾝｺｺｱ ﾃﾗｵｰｶｰ ○ ○332 目地近似色

Y-26B ﾍﾞｲｽﾍﾞｰｼﾞｭ ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○159 目地近似色

ｽﾚﾝﾀﾞｰｽﾄｰﾝ ASC ASC-01 ASCﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

ASC-02 ASCｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面近似色

ASC-05 ASCﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ×008 表面近似色

ASC-06 ASCﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18 表面近似色※

ｽﾚﾝﾀﾞｰﾈｵ TK-18 Bｸﾞﾚｰ ﾒｼﾞｸﾞﾚｰG ○ ○061 表面近似色

TK-66 ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61 表面近似色※　

Y-26B ﾈｵﾊﾞﾆﾗ ﾌｫﾚｽﾄﾏｲﾙﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○288 表面近似色

ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ TK-11 ﾁｬｺｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 表面色

Y-35 ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面近似色

Y-36 ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ｽﾃｨｯｸﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○473 表面近似色

ﾗﾋﾟｽV5 AL TK-66 ﾂｰﾄﾝﾚﾝｶﾞ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色※

TK-8 ﾂｰﾄﾝﾍﾞｰｼﾞｭ ﾃﾗｵｰｶｰ ○ ○332 目地近似色

TN-26 ﾂｰﾄﾝｸﾞﾚｰ ｵｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○073 目地近似色

ﾗﾋﾟｽV5 ASC ASC-02 ASCｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面近似色

ASC-05 ASCﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ×008 表面近似色

ﾗﾋﾟｽV5n TK-66 ﾏｰﾌﾞﾙｼｮｺﾗ ｻﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○435 目地近似色

TK-8 ﾃｨﾗﾐｽﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾘｯｸﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○321 目地近似色

Y-26B ｷｬﾗﾒﾙｱｰﾓﾝﾄﾞ ｳｫｰﾑﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○159 目地近似色

ﾗﾋﾟｽV9 ASC ASC-01 ASCﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

ASC-02 ASCｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面近似色

ASC-05 ASCﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ×008 表面近似色

ASC-06 ASCﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18 表面近似色※

ﾗﾋﾟｽV9 こて波AL LF-17 ALﾍﾞｰｼﾞｭ ｴﾚｶﾞﾝﾄﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○466 表面近似色

LY-08 ALｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010 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
東邦ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ(株)

色番号

年 号2022 7月

ｾﾗﾐｯｸﾃｸｽﾁｬｰ
ﾗﾋﾟｽV9 こて波AL LY-09 ALｱｲﾎﾞﾘｰ Aｿﾙｱｲﾎﾞﾘｰ ○ ○665 表面近似色

光彩(こうさい) SH-01 ｼｬｲﾝﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

SH-05 ｼｬｲﾝﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

SH-08 ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×168 表面近似色

ﾍﾞｰｼｯｸﾃｸｽﾁｬｰ
7.5[ﾅﾅﾊﾝ] K-30 ｶｼﾞｭｱﾙ2 ﾛｰｽﾞｸﾞﾚｰ ○ ○129 表面近似色

N-10 ﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

PB-4 ﾊﾟｰﾙﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｲﾙﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ×030 表面近似色※

T-1 ﾐﾙｷｰ Nﾃｨﾝﾄﾎﾜｲﾄ ○ ○218 ※類似色※

TGM-2 Hi-ｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾚｺﾞﾘｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○L29 ※類似色

TN-5 ｳｪｻﾞｰｸﾞﾚｰ ｳｲﾝｻﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○003 表面近似色

Y-23 ｸﾘｰﾑ ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色

7.5AL PB-4 Pﾌﾞﾗｳﾝ ﾏｲﾙﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ×030 表面近似色※

7.5GL 515 ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

SN-40 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204 表面近似色

TK-66 ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61 表面近似色※

Y-35 ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面近似色

そとかべくん ﾀﾞﾌﾞﾙ SN-10 ﾐﾙｷｰﾎﾜｲﾄ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38 表面近似色※

SN-20 ｼﾙｷｰｸﾞﾚｰ ｳｲﾝｻﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ○003 表面近似色

SN-30 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100 表面近似色※

SN-40 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204 表面近似色

ﾚｱﾙ1, ｽﾀｯｺ N-7 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

SN-40 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204 表面近似色

TK-66 ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ2 Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61 表面近似色※

Y-35 ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面近似色

ﾚｱﾙ2, 石積 SN-40 ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○204 表面近似色

TK-66 ﾋﾞﾀｰﾌﾞﾗｳﾝ2 Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61 表面近似色※

Y-35 ｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面近似色

ﾒﾀﾙﾃｸｽﾁｬｰ
7.5EX EXCELLENT HP-401 ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ ﾐｺﾉｽﾎﾜｲﾄ ○ ○H24 表面近似色

HP-414 ﾐｯﾄﾞﾌﾞﾙｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面近似色

RP-05W EXﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色※

RPS-18 ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133 表面近似色

SN-10 ｼﾙｸｱｲﾎﾞﾘｰ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38 表面近似色※

TK-66 ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ Nﾙｰｼｬｽﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○E61 表面近似色※

TNM-06 EXｼﾙﾊﾞｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090 表面近似色※

TNM-7 EXｺﾞｰﾙﾄﾞ Sﾌｫｰﾏﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○122 表面近似色

ﾒﾀﾙﾃｸｽﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ
ｱｻﾋｳｫｰﾙ25 PS-1 ｼﾙﾊﾞｰ Dｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○090 表面近似色※

SN-10 ｼﾙｸｱｲﾎﾞﾘｰ Iﾋﾞﾝﾃｰｼﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○B38 表面近似色※

TNM-7 AWｺﾞｰﾙﾄﾞ Sﾌｫｰﾏﾙﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○122 表面近似色

ｱｻﾋｳｫｰﾙ25ﾘﾝｸﾙ RKS-04 ﾘﾝｸﾙﾌﾞﾙｰ Aﾚｲﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ ○ ○D17 表面近似色

2 / 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
東邦ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ(株)

色番号

年 号2022 7月

ﾒﾀﾙﾃｸｽﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ
ｱｻﾋｳｫｰﾙ25ﾘﾝｸﾙ RKS-25 ﾘﾝｸﾙﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

RKS-29 ﾘﾝｸﾙﾎﾜｲﾄ Nﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾎﾜｲﾄ ○ ○723 表面近似色

意匠性ﾌﾟﾚｺｰﾄ鋼板
ASC(ｱｻﾋｽｰﾊﾟｰｺｰﾄ) ASC-01 ASCﾊﾟｳﾀﾞｰﾎﾜｲﾄ ﾌﾞﾙｰﾎﾜｲﾄ ○ ○027 表面近似色

ASC-02 ASCｳｫｰﾑｱｲﾎﾞﾘｰ KMﾍﾞｲｸﾞﾎﾜｲﾄ ○ ○A87 表面近似色

ASC-03 ASCｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

ASC-04 ASCﾆｭｰｸﾘｰﾑ 未対応 ZZZ

ASC-05 ASCﾗｲﾄｸﾞﾚｰ ｱｰﾊﾞﾝｸﾞﾚｰ ○ ×008 表面近似色

ASC-06(受) ASCﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｼﾙﾊﾞｰ ○ ○L18 表面近似色

ASC-07(受) ASCﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ASC-08(受) ASCﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

ASC-09(受) ASCｷﾞﾝｸﾞﾛ 未対応 ZZZ

ASC-10 ASCｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

HiﾉｰﾌﾞﾙGLﾌﾟﾚﾐｱﾑ15 HP-401 ﾎﾜｲﾄ 未対応 ZZZ

HP-402 ｱｲﾎﾞﾘｰ(受) 未対応 ZZZ

HP-403 ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ(受) 未対応 ZZZ

HP-404 ﾋﾞｰﾄﾙﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

HP-410 ｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

HP-411 ﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

HP-412 ﾚｯﾄﾞ 未対応 ZZZ

HP-413 ｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

HP-414 ﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

HP-415 ﾌﾞﾗｯｸ 未対応 ZZZ

HP-416 ﾜｲﾝ 未対応 ZZZ

HP-417 ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ 未対応 ZZZ

HP-418 ﾀﾞｰｸｼﾙﾊﾞｰ 未対応 ZZZ

HP-419 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ｸﾞﾚｰ ○ ○100 ※類似色

HP-512 ﾚﾝｶﾞ 未対応 ZZZ

HP-515 ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色

ｱｻﾋﾊﾟｰﾙﾄﾝGL PB-11 PB-11 未対応 ZZZ

PB-14 PB-14 未対応 ZZZ

PB-15 PB-15 未対応 ZZZ

PB-4 PB-4 未対応 ZZZ

PB-5(受) PB-5(受) 未対応 ZZZ

PB-6(受) PB-6(受) 未対応 ZZZ

PBL-1 PBL-1 未対応 ZZZ

PC-16 PC-16 未対応 ZZZ

PG-1 PG-1 未対応 ZZZ

PG-3 PG-3 未対応 ZZZ

PGR-1 PGR-1 未対応 ZZZ

PS-1 PS-1 未対応 ZZZ

PS-13 PS-13 未対応 ZZZ

PY-12 PY-12 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
東邦ｼｰﾄﾌﾚｰﾑ(株)

色番号

年 号2022 7月

意匠性ﾌﾟﾚｺｰﾄ鋼板
ﾘﾝｸﾙｶﾗｰGL RKS-21 RKS-21 未対応 ZZZ

RKS-24 RKS-24 未対応 ZZZ

RKS-25 RKS-25 未対応 ZZZ

RKS-28 RKS-28 未対応 ZZZ

RKS-29 RKS-29 未対応 ZZZ

下見材
ｶﾗｰ鋼板 N-9 N-9 未対応 ZZZ

PB-4 PB-4 未対応 ZZZ

PG-3 PG-3 未対応 ZZZ

PS-1 PS-1 未対応 ZZZ

PTB-2(遮熱) PTB-2(遮熱) 未対応 ZZZ

PTBM-1(遮熱) PTBM-1(遮熱) 未対応 ZZZ

PTN-1(遮熱) PTN-1(遮熱) 未対応 ZZZ

TS-1 TS-1 未対応 ZZZ

Y-23 Y-23 ｽﾄﾛｰ ○ ○151 表面近似色

Y-30 Y-30 未対応 ZZZ

乾式外装ﾀｲﾙ張りｼｽﾃﾑ
美美BiBi NT1 NT1 未対応 ZZZ

NT2 NT2 未対応 ZZZ

NT3 NT3 未対応 ZZZ

NT4 NT4 未対応 ZZZ

NT5 NT5 未対応 ZZZ

NT6 NT6 未対応 ZZZ

NT7 NT7 未対応 ZZZ

NT8 NT8 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！


