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柄名 色名 品番

アーチフォルム テールホワイト AY8116

スクラッチフォルム テールチャコール AY8317

スティックフォルム テールチャコール AY8217

テキサスストーン調 ターメリックサンド AY4107

テキサスストーン調 ソイルサンド AY4121

テキサスストーン調 スノーサンド AY4118

ラジッドストーン調 グレースホワイト AT1224

ラジッドストーン調AG メルティーブラウン AT1235

レイストーン調 タイディオレンジ AT1123

レイストーン調AG クウォーツイエロー AT1130

レイストーン調AG ヘイズチャコール AT1132

レイストーン調AG キュリオレッド AT1131

柄名 色名 品番

スクラッチフォルム テールホワイト AE8316

柄名 色名 品番

ミライア ネイキッドホワイト EDM1014□

ミライア ライトグレー EDM1015□

ミライア ブルーグレー EDM1016□

ミライア ピアノブラック EDM1017□

ミライア ロイヤルブルー EDM1023□

メモリア クラーロエメラルド EFM205□

メモリア アイボリー EFM301□

メモリア ライトベージュ EFM302□

メモリア オリーブ（ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし） EDM307□

メモリア ダークブラウン（ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞなし） EDM317□

イルミオ グラニットホワイト EJM501□

イルミオ ウェーブブラウン EJM502□

イルミオ メレホワイト EFM508□

イルミオ メレグレー EFM509□

イルミオ メレブラウン EFM510□

イルミオ メレブラック EFM511□

札幌ショールーム　壁面展示一覧

※壁面への展示面積は商品によって異なります。不明な点はショールームにお問い合わせください。

モエンアート

モエンアート　エコアートプラス（内壁限定）

COOL



柄名 色名 品番

イフーカ　プレミアム イフーカMGホワイト30 ELS721□

柄名 色名 品番

アコルド　プレミアム オーレルMGネイビー30 ELS534□

柄名 色名 品番

プラトストーン　プレミアム プラトMGベージュ30 ELS212□

エコルセ　プレミアム プリミエMGホワイト30 ELS152□

ミルシュタイン　プレミアム ミルトMGホワイト30 ELS271□

メランジェ　プレミアム メラートMGグレー30 ELS182□

シントア　プレミアム シントアMGミロリブルー30 ELS196□

ルボン　プレミアム レセピMGネロ30 ELS107□

ヴィンテージウッド　プレミアム スキムドMGレッド30 ELG765□

キャスティングウッド　プレミアム ダークグリーンMG30 ELG2412□

ギガロ　プレミアム リーベMGホワイト30 ELG771□

シェードブリック調　プレミアム コットMGグレー30 ELG327□

コルモストーン調　プレミアム フォンドMGダークブラウン30 ELG338□

コシュカ　プレミアム フロストMGホワイト30 ELG192□

柄名 色名 品番

グラナダストーン調 グラナダMGグレーE EFF5823□

ミラベルストーン調 ミラベルMGダークE EFF5723□

柄名 色名 品番

モベルウッド モベルブラウンE EFF1223□

ラシュリーズ ラシュリーズホワイトE EFF0921□

レスペンタル ライツオレンジE EFF1323□

シュマール シュマールブラウンE EFF2423□

リヴコロール リヴアッシュE EFF2222□

ソラニティー ソラニティーホワイトE EFF2321□

ミラコロ デリットMGホワイト EFF031□

エコルセ バグｰMGグレー EFF154□

ビストウォール ビストMGチャコール EFF204□

シャント リッピMGオレンジ EFF263□

セルクレール エルフィンMGクリアホワイト EFF021□

セレンシアル エルフィンMGグレー EFF013□

シントア シントアMGネイビー EFF193□

プリレート クアラMGホワイト EFF051□

ルボン レセピMGチャコール EFF104□

カルナウッド グレーシアンレッドMG EFF166□

モエンエクセラード１６

Fu-ge

Fu-ge

Fu-ge プレミアム

モエンエクセラード１８

Fu-ge プレミアム

モエンエクセラード１６

Fu-ge プレミアム

NOHAS　シリーズ　プレミアム

グランスペック60　プレミアム

ニューグランドールシリーズⅠ　プレミアム

モエンエクセラード１６　プレミアム

モエンエクセラード１８

モエンエクセラード２１



エトフ モノクロームE EJB8124□

アルモニ クラウドE EJB8524□

リリッシュ リリッシュMGライトグレー EQG9223□

トランディウッド トランMGホワイトE EJB9521□

ウッドシェイクⅡ シュピネMGナチュラルE EJB6522□

ウッドシェイクⅡ シュピネMGブラウンE EJB6523□

セコラストーン セコラMGグレーE EJB9623□

コートリーウッド トランクMGバーチ EPS493□

モナビストーン リベルMGクリアホワイト EPS521□

ステップモザイク リペネMGホワイト EPS471□

ラドーレ イストワMGライトブラウン EPS484□

フラットウォール アグレアMGピュアホワイト EPS241□

リブ9（モノカラー） アグレアMGピュアホワイト EPS231□

ヴィンテージウッド スキムドMGブラウン EPC762□

キャスティングウッド ミディアムブラウンMG EPC241□

キャスティングウッド スモークシルバーMG EPC247□

キャスティングウッド カーボンブラックMG EPC2411□

マイスターウッド調 ステインMGグリーン EPC931□

コンクリート打ちっ放し16 MGグレーⅡ EPC432□

シャルムロック マハビMGスモーク EPC285□

アウラストーン調 MG炎墨（えんぼく） EPB883□

オルデミュール調 モデラMGブラウン EPB104□

スリッジ ルリフMGオレンジ EPB692□

レバンタ セルバMGイエロー EPB683□

ポメロストーン調 エアルMGダークグレー EPB407□

クレミナウォール調 シュアMGアイボリーⅡ EPA163□

クレミナウォール調 リベルMGブラック EPA167□

トリル フレスコMGネイビー EPA3213□

フラーグ ブレスMGアイボリーⅡ EPA942□

マイスターウッド調V イデアルMGブラウン EF9357□

マイスターウッド調V イデアルMGグレー EF9358□

シェードブリック調V コットMGミルク EFX3253□

ボルブストーン調V エアルMGトリュフ EFX3153□

コルモストーン調V フォンドMGリーフ EFX3352□

ポメロストーン調V エアルMGブラック EFX4057□

モナビストーンV フローMGネイビー EFA5254□

セリオスタイルV プラムMGホワイト EFX1351□

リーガストーン調V ランダMGプラチナ EFX3455□

ミラージュタイルV エメMGチャコール EFX3954□

ロックラインV プラムMGアッシュⅡ EF9053□

スプリットストーン調V アプラMGワイン EFX1652□

シャルムロックV コンティMGグレー EFA2855□

キアンカV アイリオMGブラウン EFA5653□

ディスタシェイドV ストレムMGクリーム EFA5452□

グレインウッドV スペリオMGウォルナット EFA2256□

ｉ－cube

オペリア60シリーズ

オペリアシリーズ

グランスペック６０

NOHASシリーズ

ニューグランドールシリーズⅠ

その他　モエンエクセラード１６

Vシリーズ



柄名 色名 品番

ティンバーストーン調 ヴェールMGブラウンⅡ WFX442□

ティンバーストーン調 ヴェールMGオリーブⅡ WFX443□

クランストーン調 ラメラMGホワイト WFX421□

パティナウッド アンクMGプルシアン WFX714□

パティナウッド アンクMGダークグリーン WFX719□

無垢板型枠RCウォール RCMGグレー WFX541□

シンプルライン レモードMGホワイト WFX281□

シンプルライン ゼスティブラックⅡ(マイクロガードなし） WDX2826□

ブリティッシュブリック調 キールMGベージュ WFX671□

ブリティッシュブリック調 キールMGオレンジ WFX674□

ステディストーン エミュMGベージュ WFX522□

ステディストーン エミュMGシェンナ WFX523□

ステディストーン エミュMGブラック WFX524□

フォストライン リスタMGベージュ WFX411□

フォストライン リスタMGココア WFX412□

フォストライン リスタMGブラック WFX417□

ネビアストーン調 リスタMGバニラ WFX393□

ネビアストーン調 リスタMGアーモンド WFX395□

グレアウッド アルプMGメイプル WFX682□

グレアウッド アルプMGシルバー WFX685□

フェルティ デルノMGブラック WFX533□

フェルティ デルノMGオフホワイト WFX536□

リシェルストーン ファシルMGホワイト WFX691□

リシェルストーン ファシルMGブラウン WFX694□

ソルジェストーン スペラMGグレー WFX517□

ルシェルド プランダMGホワイト WFX731□

クリレタイル シェイヴMGブラウン WFX654□

ハッシュウォール調 スノーMGホワイトⅤ WFX561□

ハッシュウォール調 ランドMGブラウンⅤ WFX564□

ハッシュウォール調 ペイブMGチャコールⅤ WFX565□

マルシェウォール調 スノーMGホワイト WFX4612□

マルシェウォール調 ゼストMGディープブルー WFX4622□

ルスコミュール調 バーゼMGアイボリー WFX593□

ルスコミュール調 バーゼMGクリーム WFX594□

シャトーウォール調（1.5尺） ムーンMGベージュⅤ WFX2014□

フリディア ディアMGグレー WFX615□

ブリーレ リープMGチャコール WKG743□

杉板目調 ゼルプスMGチャコールⅡ WFX5722□

コンクリート打ちっ放し（3尺） コンクリートMGグレー WEX242□

モエンパネルW 無塗装品（シーラー塗布処理） WLX100

モエンサイディングW



柄名 色名 品番

ソフィアルブリック SPココア 1FU1KDDN

ファインボーダー アソート 1FE1KD5X

M型　スマートフラット プレミアム メタリックブルー 1CM2G05Y

M型　スマートフラット プレミアム レイキ―ホワイト 1CM2G04L

M型　スマートフラット プレミアム ブライトグレー 1CM2G068

M型　スマートフラット プレミアム レイキ―チャコール 1CM2G04Z

NS型　ネオスパン プレミアム ライトメタリックシルバー 1NS2G02B

NS型　ネオスパン プレミアム ディープブラック 1NS2G027

NS型　ネオスパン プレミアム ネイビーブルー 1NS2G05E

ST型　センターストライプU アイボリーホワイト 1SU1G017

ST型　センターストライプU ハバナブラウン 1SU1G03R

F型　パーチェウッド ピュアホワイト 1BV1KD3L

F型　パーチェウッド プルクラブラック 1BV1KD4D

FB型　コルモロック プルクラベージュ 1CA1KD4A

FB型　ネオレリーフ ピュアホワイト 1BS1KD3L

FB型　レフィーナウォール プルクラベージュ 1FV1KD4A

FB型　レフィーナウォール ダークブラウン 1FV1KD3K

FB型　デフィーボーダー ピュアホワイト 1BD1KD3L

FB型　デフィーボーダー プルクラブラック 1BD1KD4D

F型　塗り壁 HSソフトベージュ 1BJ1KD3Q

F型　塗り壁 HSマスタードイエロー 1BJ1KD3F

FB型　影光 ダークブラウン 1FE1KD3K

モノカラ-シリーズ

センターサイディング（金属製外壁材）

iシリーズ

プレミアムシリーズ


