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柄名 色名 品番

レイストーン調AG ヘイズチャコール AT1132

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 ベビーブルー EDM1021□

ミライア フレッシュピンク EDM1022□

ミライア ブルーグレー EDM1016□

ミライア ロイヤルブルー EDM1023□

ミライア アイビーグリーン EDM1024□

ミライア ルージュレッド EDM1025□

ミライア ディープブラウン EDM1026□

ミライア ピアノブラック EDM1017□

メモリア クラーロレッド EFM201□

メモリア クラーロイエロー EFM202□

メモリア クラーログリーン EFM203□

メモリア クラーロブルー EFM204□

メモリア クラーロエメラルド EFM205□

メモリア ホワイト ETM301□

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 オレンジ EFM304□

メモリア ライトグレー EFM306□

メモリア グレー EFM319□

メモリア オリーブ EDM307□

メモリア ネイビー EDM316□

メモリア ダークブラウン EDM317□

メモリア ブラック EDM318□

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 イルミオホワイト EFM501□

イルミオ イルミオアイボリー EFM502□

イルミオ イルミオライトグレー EFM503□

イルミオ イルミオネイビー EDM504□

イルミオ イルミオブラック EDM505□

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□

モエンアートマスターシリーズ

本社（名古屋）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。
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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□

アコルド　プレミアム オーレルMGホワイト30 ELS531□

アコルド　プレミアム オーレルMGネイビー30 ELS534□

ミルシュタイン　プレミアム ミルトMGグレー30 ELS275□

プラトストーン　プレミアム プラトMGグレー30 ELS213□

シントア　プレミアム シントアMGミロリブルー30 ELS196□

カルナウッド　プレミアム ミディアムブラウンMG30 ELS163□

エコルセ　プレミアム リベルMGクリアホワイト30 ELS151□

スプーモ　プレミアム プリミエMGホワイト30 ELS116□

ルボン　プレミアム レセピMGチャコール30 ELS104□

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 カーボンブラックMG30 ELG2411□

パンシェス　プレミアム パンシェMGブラック30 ELG894□

ラフィネボーダー　プレミアム テルノMGモスグリーン30 ELG803□

柄名 色名 品番

ミラベルストーン調 ミラベルMGグレーE EFF5724□

グラナダストーン調 グラナダMGブラックE EFF5824□

サンドグリッド　Type-A サンドMGグレーE EQS9103□

サンドグリッド　Type-Z サンドMGホワイトE EQS9201□

柄名 色名 品番

レスペンタル ライツライトグレーE EFF1322□

モベルウッド モベルダークグレーE EFF1224□

リヴコロール リヴホワイトE EFF2221□

リヴコロール リヴグレーE EFF2224□

ミルシュタイン　 ミルトMGブラック EFF274□

リリッシュ リリッシュMGライトグレー EQG9223□

バウンティウッド ハワイアンコアMG EQG2522□

バウンティウッド エイジングシダーMG EQG2525□

コートリーウッド トランクMGウォルナット EPS494□

クレミナウォール調 リベルMGブラック EPA167□

グレインウッドV スペリオMGネイビー EFA2258□

モナビストーンV フローMGグレー EFA5256□

Fu-ge

Fu-geプレミアム16

NOHASシリーズプレミアム

Fu-ge18シリーズ

プレミアムシリーズ

Fu-geプレミアム18

モエンエクセラード１６

Fu-geプレミアム21

モエンエクセラード１８

モノカラープレミアム

オペリア６０シリーズ

グランスペック６０

その他

Vシリーズ

オペリアシリーズ



柄名 色名 品番

ルストナ ルストナMGコンクリートグレー MKG924□

パティナウッド アンクMGダークグリーン MFX839□

柄名 色名 品番

ファインボーダー アソート 1FE1KD5X

ファインボーダー ファイングレー 1FE1KDDJ

ファインボーダー ファインベージュ 1FE1KDDH

ソフィアルブリック SPココア 1FU1KDDN

M型　スマートフラット  プレミアム レイキーホワイト 1CM2G04L

M型　スマートフラット  プレミアム レイキーチャコール 1CM2G04Z

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 ブライトグレー 1CM2G068

FN型　デリカーブ　プレミアム ライトメタリックシルバー 1BW2G02B

FN型　ダイヤシェイプⅡ　光 マット光ホワイト 1CP2G070

FN型　ダイヤシェイプⅡ　光 マット光ベージュ 1CP2G071

FN型　ダイヤシェイプⅡ　光 マット光グレー 1CP2G072

NS型　ネオスパン　PH ジェニュインホワイト 1NS2G03S

NS型　ネオスパン　PH ハバナブラウン 1NS2G03R

NS型　ネオスパン　PH ジェットブラック 1NS2G03T

柄名 色名 品番

横暖ルーフα プレミアムS FブラックS 2BC1FW54

横暖ルーフα プレミアムS FブラウンS 2BC1FW55

横暖ルーフα プレミアムS FグリーンS 2BC1FW56

横暖ルーフ プレミアムS FブラックS 2YA1G354

横暖ルーフ プレミアムS FブラウンS 2YA1G355

横暖ルーフ プレミアムS FグリーンS 2YA1G356

横暖ルーフα S KブラックS 2BC1FW51

横暖ルーフα S KブラウンS 2BC1FW52

横暖ルーフα S KグリーンS 2BC1FW53

横暖ルーフα S KギングロS 2BC1FW57

横暖ルーフS KブラックS 2YA1G351

横暖ルーフS KブラウンS 2YA1G352

横暖ルーフS KグリーンS 2YA1G353

センタールーフ（金属製屋根材）

モノカラーシリーズ

モエンサイディング-M・モエンサイディングW

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

メタルガード光


