
推奨シーリング一覧表
単色タイプ 2022年7月現在

品番/色名 基準 色名 基準

Sホワイト ＨＰ－４０１ Ｎ２９　レグホンホワイト 表面 バーゼホワイト 表面

Sブラック ＨＰ－５１５ Ａ７６　Ｎランプブラック 表面 Ｋモザイクグレー 表面

Sシルバー ＨＰ－５１０ ０９０　Ｄソフトグレー 表面 ブレンドＢＫ 表面

ＥＸシルバー ＴＮＭ－０６ ０９０　Ｄソフトグレー 表面 グレーＡ 表面

ＥＸゴールド ＴＮＭ－７ １２２　Ｓフォーマルブラウン 表面 ＴティーフＣ 表面

ＥＸブラック ＲＰ－０５Ｗ Ａ７６　Ｎランプブラック 表面 アイアンブラック 表面

シルクアイボリー ＳＮ－１０ Ｂ３８　Ｉビンテージホワイト 表面 Ｔカロスミント 表面

ソリッドブラウン ＴＫ－６６ Ｅ６１　Ｎルーシャスブラウン 表面 アンティックＢＲ 表面

マットホワイト ＨＰ－４０１ Ｈ２４　ミコノスホワイト 表面 ＴホワイトＥＦ 表面

ダークシルバー ＲＰＳ－１８ １３３　モスグレー 表面 ダークグレーＰ 表面

ミッドブルー ＨＰ－４１４ Ｄ１７　Ａレイモンドブラック 表面 ブルーＳ 表面

シルバー ＰＳ－１ ０９０　Ｄソフトグレー 表面 ウィンザーグレー 表面

ＡＷゴールド ＴＮＭ－７ １２２　Ｓフォーマルブラウン 表面 ＴティーフＣ 表面

シルクアイボリー ＳＮ－１０ Ｂ３８　Ｉビンテージホワイト 表面 Ｔカロスミント 表面

リンクルブルー ＲＫＳ－０４ Ｄ１７　Ａレイモンドブラック 表面 ブルーＳ 表面

リンクルブラック ＲＫＳ－２５ Ａ７６　Ｎランプブラック 表面 オーセントグレー 表面

リンクルホワイト ＲＫＳ－２９ ７２３　Ｎブリティッシュホワイト 表面 Ｔキール０ 表面

オートンクリオＮＥＯ

Ｎシンシアチャコール

オートンクリオＮＥＯ

Ｎレーズンブラウン

ブラウン ＰＷ－１７４ オートンクリオＮＥＯ 表面 クリアＭＡＸ 表面

ナチュラル ＰＷ－１７３ オートンクリオＮＥＯ 表面 クリアＭＡＸ 表面

シャインホワイト ＳＨ-０１ ０２７　ブルーホワイト 表面 ＴリベルピュアＷ 表面

シャインブラック ＳＨ-０５ Ａ７６　Ｎランプブラック 表面 アイアンブラック 表面

シャイングレー ＳＨ-０８ １６８　パウダーグレー 表面 ＴハウッドＳ 表面

ＡＳＣウォームアイボリー ＡＳＣ－０２ Ａ８７　ＫＭベイグホワイト 表面 ニューアイボリー 表面

ＡＳＣライトグレー ＡＳＣ－０５ ００８　アーバングレー 表面 ホワイトＰ 表面

ネオバニラ Ｙ－２６Ｂ ２８８　フォレストマイルドブラウン 表面 コーラルオレンジ 表面

ビターブラウン ＴＫ－６６ Ｅ６１　Ｎルーシャスブラウン 表面 アンティックＢＲ 表面

Ｂグレー ＴＫ－１８ ０６１　メジグレーＧ 表面 シルキーブラウン 表面

ウォームアイボリー Ｙ－３５ Ａ８７　ＫＭベイグホワイト 表面 Ｔルナホワイト 表面

ナチュラルベージュ Ｙ－３６ ４７３　スティックベージュ 表面 クリーミーＷ 表面

チャコールブラウン ＴＫ－１１ Ｄ１０　Ｎシンシアチャコール 表面 ブラウンＮｏ.2 表面

ウォームアイボリー Ｙ－３５ Ａ８７　ＫＭベイグホワイト 表面 Ｔルナホワイト 表面

ピュアホワイト Ｎ－７ Ｇ０４　Ｎアイシーホワイト 表面 ＴリベルピュアＷ 表面

モカブラウン ＳＮ－４０ ２０４　モカブラウン 表面 Ｓベージュ 表面

ビターブラウン２ ＴＫ－６６ Ｅ６１　Ｎルーシャスブラウン 表面 アンティックＢＲ 表面

ウォームアイボリー Ｙ－３５ Ａ８７　ＫＭベイグホワイト 表面 Ｔルナホワイト 表面

モカブラウン ＳＮ－４０ ２０４　モカブラウン 表面 Ｓベージュ 表面

ビターブラウン２ ＴＫ－６６ Ｅ６１　Ｎルーシャスブラウン 表面 アンティックＢＲ 表面

ミルキーホワイト ＳＮ－１０ Ｂ３８　Ｉビンテージホワイト 表面 Ｔカロスミント 表面

シルキーグレー ＳＮ－２０ ００３　ウィンザーグレー 表面 クリアブランコ 表面

ダークグレー ＳＮ－３０ １００　グレー 表面 クリアグリース 表面

モカブラウン ＳＮ－４０ ２０４　モカブラウン 表面 Ｓベージュ 表面

ホワイト Ｎ－１０ ０２７　ブルーホワイト 表面 Ｔキール０ 表面

ミルキー Ｔ－１ ２１８　Ｎティントホワイト 表面 ホワイトＮｏ.４ 表面

クリーム Ｙ－２３ １５１　ストロー 表面 ＴヒウチＹ 表面

パールブラウン ＰＢ－４ ０３０　マイルドベージュ 表面 ライトブラウン 表面

カジュアル２ Ｋ－３０ １２９　ローズグレー 表面 Ｔアッシュ０ 表面

ウエザーグレー ＴＮ－５ ００３　ウィンザーグレー 表面 スウィートグレー 表面

Ｈｉ-ゴールド ＴＧＭ－２ Ｌ２９　レゴリスブラウン 表面 ブラウンＨ 表面

ウォームアイボリー Ｙ－３５ Ａ８７　ＫＭベイグホワイト 表面 Ｔルナホワイト 表面

モカブラウン ＳＮ－４０ ２０４　モカブラウン 表面 Ｓベージュ 表面

ビターブラウン ＴＫ－６６ Ｅ６１　Ｎルーシャスブラウン 表面 アンティックＢＲ 表面

スーパーブラック ＨＰ－５１５ Ａ７６　Ｎランプブラック 表面 アイアンブラック 表面

加飾タイプ（目地色）

品番/色名 基準 色名 基準

シンザグレー ＴＫ－１８ １９５　シルバーミスト 目地 シルキーブラウン 目地

ベイスベージュ Ｙ－２６Ｂ １５９　ウォームベージュ 目地 コーラルオレンジ 目地

マホンブラウン ＴＫ－６６ ４３５　サドルブラウン 目地 アンティックＢＲ 目地

マホンココア ＴＫ－８ ３３２　テラオーカー 目地 ココアＢＲ　Ｎｏ.２ 目地

キャラメルアーモンド Ｙ－２６Ｂ １５９　ウォームベージュ 目地 コーラルオレンジ 目地

マーブルショコラ ＴＫ－６６ ４３５　サドルブラウン 目地 アンティックＢＲ 目地

ティラミスブラウン ＴＫ－８ ３２１　ブリックブラウン 目地 ココアＢＲ　Ｎｏ.２ 目地

ツートングレー ＴＮ－２６ ０７３　オークブラウン 目地 Ｔフォンセワイン 目地

ツートンレンガ ＴＫ－６６ ４３５　サドルブラウン 目地 アンティックＢＲ 目地

ツートンベージュ ＴＫ－８ ３３２　テラオーカー 目地 ココアＢＲ　Ｎｏ.２ 目地

製造終了製品

品番/色名 基準 色名 基準

ネオバニラ Ｙ－２６Ｂ ２８８　フォレストマイルドブラウン 表面 コーラルオレンジ 表面

ネオブラウン ＴＫ－３３ ３２１　ブリックブラウン 表面 ココアＢＲ　Ｎｏ.２ 表面

ネオグレー ＴＮ－２１ １３５　アレナグレー 表面 アンバーオリーブ 表面

ブルーグレー ＬＦ－１８ １９５　シルバーミスト 表面 シルキーブラウン 表面

アイボリー ＬＹ－０９ ６６５　Ａソルアイボリー 表面 ニューアイボリー 表面

ＬＦブラウン ＬＦ－５１ １４１　サンドセピア 表面 ステインＴ 表面

ＬＦブラック ＬＦ－５５ Ａ７６　Ｎランプブラック 表面 ブラック 表面

ＡＳＣパウダーホワイト ＡＳＣ－０１ ０２７　ブルーホワイト 表面 ＴリベルピュアＷ 表面

ＡＳＣウォームアイボリー ＡＳＣ－０２ Ａ８７　ＫＭベイグホワイト 表面 ニューアイボリー 表面

ＡＳＣライトグレー ＡＳＣ－０５ ００８　アーバングレー 表面 ホワイトＰ 表面

ＡＳＣライトブラウン ＡＳＣ－０６ Ｌ１８　ブルーミングシルバー 表面 ＴネビアＧ 表面

ＡＬグレー ＬＹ－０８ ０１０　タウングレー 表面 クレアールグレー 表面

ＡＬアイボリー ＬＹ－０９ ６６５　Ａソルアイボリー 表面 ニューアイボリー 表面

ＡＬベージュ ＬＦ－１７ ４６６　エレガントベージュ 表面 Ｊグレー 表面

７．５ＡＬ Ｐブラウン ＰＢ－４ ０３０　マイルドベージュ 表面 ライトブラウン 表面

トレスバニラ Ｙ－２６Ｂ ４８４　クレイホワイト 目地 コーラルオレンジ 目地

トレスブラウン ＴＫ－３３ ３２１　ブリックブラウン 目地 ココアＢＲ　Ｎｏ.２ 目地

トレスグレー ＴＮ－２１ １３５　アレナグレー 目地 アンバーオリーブ 目地

※シーリングメーカーの推奨色となっております。

※１　Ｄ１７　Ａレイモンドブラックはブラックの名称を含みますがリンクルブルーの近似色として問題ありません。
※２　シーリングメーカーの仕様変更により、対応色を変更する場合があります。

T-ＷＡＬＬ

製品名 色 色記号
オートン近似色 サンライズ近似色

７．５ＥＸ

アサヒウォール２５

アサヒウォール２５リンクル

７．５ＥＸフォレスト

ブラウン

レアル１，スタッコ

表面 クリアＭＡＸ 表面

ナチュラル ＰＷ－１７３ 表面 クリアＭＡＸ 表面

ＰＷ－１７４

フォレストワイド

光彩（こうさい）

ラピスＶ５ＡＳＣ

スレンダーネオ

ライムストーン

ラピスＶ５ＡＬ

レアル２，石積

そとかべくんダブル

７．５〔ナナハン〕

７．５ＧＬ

製品名
色記号
（目地色）

オートン近似色 サンライズ近似色

スレンダーＰｌｕｓ

ラピスＶ５ｎ

色

色
色記号
（目地色）

オートン近似色 サンライズ近似色

４５５ＤＸ

シャドーレイヤー

ラピスＶ９ＡＳＣ

ラピスＶ９〔こて波〕

４５５ＤＸトレス

製品名
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