
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
東ﾚ建材(株)

色番号

年 号2022 7月

KANPEKI
ｱｰﾙﾗｲﾝﾜｲﾄﾞ YPR-300 無塗装品 無塗装 000

ｽﾘｯﾄﾗｲﾝ16SC TFS-61C113 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

TFS-61C169 ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

TFS-61C299 ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色※

ﾀﾃｽﾘｰﾗｲﾝ16 TFU130Ｐ 無塗装品 無塗装 000

ﾀﾃｽﾘｰﾗｲﾝ16SC TFU-61C113 ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面近似色

TFU-61C122 ｱﾝﾃｨｰｸｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351 表面近似色

TFU-61C149 ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ Tﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰ ○ ×A88 表面色

ﾃﾞﾝﾊﾞｰSC DEN-61M340 ﾌｪﾙﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰ ○ ○050 表面色

DEN-61M341 ﾌｪﾙﾍﾞｰｼﾞｭ ﾚﾃﾞｨｯｼｭﾍﾞｰｼﾞｭ ○ ○524 ｲﾒｰｼﾞ近似色

DEN-61M342 ﾌｪﾙﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾄﾚﾃｽﾀﾎﾞｰﾄﾞ14 STT-100 STT-100 ｿﾌﾄｸﾞﾚｰ ○ ○007 表面近似色

LAP SIDING ﾗｯﾌﾟ14
REALDE / CEDAR Type RC-41P714R ﾍｰｾﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ 未対応 ZZZ

ｳｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ LW-410L 無塗装品 無塗装 000

LW-410R 無塗装品 無塗装 000

ｳｯﾄﾞﾀｲﾌﾟSC LW-41C111L ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

LW-41C111R ｱｲﾎﾞﾘｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

LW-41C215L ｵｰｼｬﾝｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351 表面近似色

LW-41C215R ｵｰｼｬﾝｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351 表面近似色

ｴﾙﾀｲﾌﾟ MP-410L 無塗装品 無塗装 000

MP-410R 無塗装品 無塗装 000

ｴﾙﾀｲﾌﾟSC MP-41C113L ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

MP-41C113R ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

MP-41C122L ｱﾝﾃｨｰｸｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351 表面近似色

MP-41C122R ｱﾝﾃｨｰｸｸﾞﾘｰﾝ ｱﾝﾃｨｯｸｸﾞﾘｰﾝ ○ ×351 表面近似色

MP-41C128L ｸﾚｱﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

MP-41C128R ｸﾚｱﾌﾞﾙｰ 未対応 ZZZ

MP-41C149L ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ Tﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰ ○ ×A88 表面色

MP-41C149R ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ Tﾚｲﾆｰﾌﾞﾙｰ ○ ×A88 表面色

MP-41C169L ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

MP-41C169R ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾌﾞﾙｰ Nﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾞﾙｰ ○ ○A93 表面近似色

MP-41C208L ﾌﾗﾝｸﾞﾚｰ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211 表面近似色

MP-41C208R ﾌﾗﾝｸﾞﾚｰ Iﾒｼﾞｳｽｸﾞﾚｰ ○ ○211 表面近似色

MP-41C212L ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 表面近似色

MP-41C212R ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ Nｼﾝｼｱﾁｬｺｰﾙ ○ ○D10 表面近似色

MP-41C234L ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

MP-41C234R ｽﾉｰﾎﾜｲﾄ Nｱｲｼｰﾎﾜｲﾄ ○ ○G04 表面近似色

MP-41C299L ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色※

MP-41C299R ｽﾓｰｷｰﾌﾞﾗｯｸ Nﾗﾝﾌﾟﾌﾞﾗｯｸ ○ ○A76 表面近似色※

ｼｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞ HW-410L 無塗装品 無塗装 000

HW-410R 無塗装品 無塗装 000

ｼｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞSC HW-41C248L ﾊﾟｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ 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！
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LAP SIDING ﾗｯﾌﾟ14
ｼｪｰﾌﾞｳｯﾄﾞSC HW-41C248R ﾊﾟｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ Cﾎﾜｲﾄ ○ ○140 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C249L ﾊﾟｲﾝｱｯｼｭ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C249R ﾊﾟｲﾝｱｯｼｭ AGｸﾞﾚｰ ○ ○656 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C252L ﾊﾟｲﾝﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20 表面近似色

HW-41C252R ﾊﾟｲﾝﾓｶﾌﾞﾗｳﾝ Nｼｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ ○ ○B20 表面近似色

HW-41C254L ﾊﾟｲﾝﾎﾜｲﾄ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C254R ﾊﾟｲﾝﾎﾜｲﾄ ｽﾓｰｷｰﾎﾜｲﾄ ○ ○485 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C255L ﾊﾟｲﾝｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾙｰ ｿｳﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×091 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C255R ﾊﾟｲﾝｸﾞﾚｲｯｼｭﾌﾞﾙｰ ｿｳﾊﾞｰｸﾞﾚｰ ○ ×091 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C257L ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C257R ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ ｶｰｷｱﾝﾃｨｰｸ ○ ○381 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C258L ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

HW-41C258R ﾊﾟｲﾝﾌﾞﾗｯｸ THｴｽﾌﾟﾚｯｿ ○ ○H87 ｲﾒｰｼﾞ近似色

ﾊｰﾄﾞﾀｲﾌﾟ LY-410L 無塗装品 無塗装 000

LY-410R 無塗装品 無塗装 000

窯変ﾀｲﾌﾟ GL-41B220L ﾃﾞﾙﾀｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010 ｲﾒｰｼﾞ近似色

GL-41B220R ﾃﾞﾙﾀｸﾞﾚｰ ﾀｳﾝｸﾞﾚｰ ○ ○010 ｲﾒｰｼﾞ近似色

GL-41B221L ﾃﾞﾙﾀﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133 ｲﾒｰｼﾞ色

GL-41B221R ﾃﾞﾙﾀﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ ﾓｽｸﾞﾚｰ ○ ○133 ｲﾒｰｼﾞ色

GL-41B222L ﾃﾞﾙﾀﾌﾞﾗｯｸ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27 ｲﾒｰｼﾞ近似色

GL-41B222R ﾃﾞﾙﾀﾌﾞﾗｯｸ ｸﾗｳﾃﾞｨｰｽﾓｰｸ ○ ○K27 ｲﾒｰｼﾞ近似色

LAP SIDING ﾗｯﾌﾟ18
ｴﾙﾀｲﾌﾟ MP-810L 無塗装品 無塗装 000

MP-810R 無塗装品 無塗装 000

ｴﾙﾀｲﾌﾟSC MP-81C113L ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 表面近似色

MP-81C113R ｸﾞﾚｰﾎﾜｲﾄ ｼﾄﾗｽﾎﾜｲﾄ ○ ○617 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！


