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柄名 色名 品番

アーチフォルム テールオーカー AY8115

アート下地材 WNX191

柄名 色名 品番

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□

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 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 フレッシュピンク EDM1022□

ミライア ベビーブルー EDM1021□

ミライア ブルーグレー EDM1016□

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□

イルミオ イルミオネイビー EDM504□

イルミオ イルミオライトグレー EFM503□

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□

スプランプレミアム アバダンMGホワイト30 ELS511□

スプランプレミアム アバダンMGグレー30 ELS512□

スプランプレミアム アバダンMGエスプレッソ30 ELS513□

スプランプレミアム アバダンMGダークブラウン30 ELS514□

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スモークグレー30 ELS532□

アコルドプレミアム オーレルMGチャコール30 ELS533□

アコルドプレミアム オーレルMGネイビー30 ELS534□

東京ショールーム　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

COOL

プレミアムシリーズ

Fu-geプレミアム



柄名 色名 品番

シュマール シュマールアイボリーE EFF2422□

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□

ラシュリーズ ラシュリーズブラウンE EFF0924□

リヴコロール リヴアッシュE EFF2222□

シントア シントアMGネイビー EFF193□

セルクレール エルフィンMGクリアホワイト EFF021□

ビストウォール ビストMGアイボリー EFF202□

ミラコロ デリットMGホワイト EFF031□

ミラコロ デリットMGダークグレー EFF036□

レスペンタル ライツホワイトE EFF1321□

ルボン レセピMGネロ EFF107□

ルボン レセピMGホワイト EFF101□

ソラニティー ソラニティーホワイトＥ EFF2321□

サンドグリッド　Type－Ａ サンドＭＧベーシュE EQS9102□

柄名 色名 品番

リリッシュ リリッシュMGホワイト EQG9221□

リリッシュ リリッシュMGベージュ EQG9222□

リリッシュ リリッシュMGライトグレー EQG9223□

リリッシュ リリッシュMGダークグレー EQG9224□

ベイクルストーン調GS ベイクルMGオフホワイトE EQG5121□

ムスターストーン調GS ムスターMGシェルホワイトE EQG6221□

柄名 色名 品番

アリエッタ デリエMGクロームE EJB3624□

セコラストーン セコラMGホワイトE EJB9621□

セコラストーン セコラMGベージュE EJB9622□

セコラストーン セコラMGグレーE EJB9623□

セコラストーン セコラMGブラウンE EJB9624□

ウッドシェイクⅡ シュビネＭＧアッシュＥ EJB6521□

ウッドシェイクⅡ シュビネＭＧナチュラルＥ EJB6522□

コートリーウッド トランクMGアッシュ EPS491□

フラットウォール プリミエMGホワイト EPS242□

フラットウォール アグレアMGベージュ EPS243□

モナビストーン リベルMGクリアホワイト EPS521□

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 ホワイトアッシュMG EPC245□

キャスティングウッド ナチュラルオーカーMG EPC248□

キャスティングウッド ダークブラウンMG EPC2410□

キャスティングウッド スモークシルバーMG EPC247▢

NOHASシリーズ

モエンエクセラード１６

Fu-ge

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



柄名 色名 品番

シェードブリック調 コットMGホワイト EPB324□

柄名 色名 品番

しぶき オリアンMGホワイト EPA539□

フラーグ プレスMGアイボリーⅡ EPA942□

柄名 色名 品番

マイスターウッド調Ｖ イデアルMGグレー EF9358▢

マイスターウッド調Ｖ イデアルMGグリーン EF9359▢

柄名 色名 品番

グレアウッド トスコMGブラウン MFX737□

パティナウッド アンクMGプリシアン MFX836□

パティナウッド アンクMGオークブラウン MFX833□

ブリーレ リーブMGネイビー MFX903□

リシェルストーン オルドMGホワイト MFX811□

リオビスタ リフレMGホワイト MFX821□

リーブルスクエア シルフMGホワイト MFX701▢

ルスコミュール調 バーゼMGホワイト MFX681▢

柄名 色名 品番

Ｍ型 スマートフラットプレミアム レイキーホワイト 1CM2G04L

NS型 ネオスパン プレミアム ミストグリーン 1NS2G04U

NS型 ネオスパン プレミアム ミストアイボリー 1NS2G04R

柄名 色名 品番

横暖ルーフα S KギングロS 2BE1FW57

横暖ルーフ　S KブラウンS 2YC1G352

柄名 色名 品番

アルマ ブラックAR SA301

アルマ ブラウンAR SA303

センタールーフ（金属製屋根材）

アルマ（アスファルトシングル屋根材）

ニューグランドールシリーズⅠ

その他

Vシリーズ

モエンサイディングM

センターサイディング（金属製外壁材）

プレミアムシリーズ


