


 

１4ｍｍ厚品

ニチハ外壁材 モエンサイディングＭ１４ アクセント仕様ラインナップ

アリュールストーン調

スピアージュストーン調

リーブルスクエア

木目調(ツートーン)

バレーナストーン調ティンバーストーン調

Modern Style
モダンスタイル

フラットや片流れの屋根と、シンプルで

直線的なフォルムが特徴の住宅スタイル

です。

モノトーンを基調に、幾何学的な柄やシン

プルな柄をメインに使用します。

ヴィヴィットな差し色、金属やガラスなどを

合わせてクールに仕上げたり、木目と組み

合わせてナチュラルに仕上げたりと、幅広

く展開できます。また、壁の前に格子を設

けるデザインなどは、防犯効果や目隠し

効果もあり人気です。

南欧スタイル
Ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅａｎ Style

南フランスなどの地中海沿岸一帯に

見られる、明るい日射しによく映える

住宅スタイルです。

明るい色調の塗り壁柄に素焼きや

陶製の洋瓦を組み合わせます。

アクセントには自然な揺らぎや手作

り感のある石柄やレンガ柄を組み

合わせ、南欧の暖かみを感じられる

カジュアルな印象を表現しましょう。

ジャパニーズスタイル
Japanese Style

日本の風土が育んできた伝統的な

和風スタイルには根強い人気があ

りますが、近年はモダンテイストを

プラスした和モダンスタイルにも

関心が高まっています。

ベース部分には、櫛引柄や塗り壁柄

など、素朴でシンプルなデザインを選

びます。アクセントには、ナチュラルな

風合いの木目柄、重厚なイメージの

石柄、シックな色合いの小端積柄など

がおすすめです。

コンテンポラリースタイル
Contemporary Style

どのような町並みにも馴染みやすく、

様式にとらわれないオーソドックスな

スタイルです。

外壁はお好みのイメージに合わせて、

石柄やレンガ柄、タイル柄などをコー

ディネートします。色合いは、ブラウン

やベージュ、グレーなど鮮やかすぎず、

シックで落ち着いたものがおすすめ

です。

北欧スタイル
Scandinavian Style

日照条件の厳しい北欧に適した、急

勾配の切妻屋根、広い開口部が特徴

のナチュラルな住宅スタイルです。

木や石などの自然素材をモチーフに

した外壁を選び、上部に濃色を使い

ます。１階に淡い色調の石柄、２階に

茶系の木目柄やライン柄を用いると、

より北欧らしく仕上がります。



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
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ポストユニット
ルシアズポストユニット BN01型（表札灯タイプ）

本体：ショコラウォールナット/ステン
（複合カラー）

ポスト：T１１型（前入れ／後出しタイプ）

ショコラウォールナット
※市販品表札（ステンレス表札）

YNLセット
ハニーチェリー／ステン
（オプション：目隠しパネル付き）
※市販品表札（ガラス表札）

本体は、5色のカラーバリエーションから、
お選びいただけます。（注1）

脚 部

ハニーチェリー

キャラメルチーク

ショコラウォールナット

カームブラック

プラチナステン

笠木部

（注1） 笠木部と脚部以外
は、カームブラックまたは
プラチナステンとなります。

本体
パネル部

ポスト部

本体：プラチナステン（アルミカラー）
ポスト：T１０型（前入れ／前出しタイプ）

プラチナステン

◆ユニット組合せ例

※ネームシールは標準装備されていますが、市販表札（別売）と組み合わせることもできます。
※インターホンは別売りです。

Ｗ７：ハニーチェリー ＹＦ：キャラメルチーク

Ｚ９：ショコラウォールナット

Ｂ７：カームブラック Ｈ２：プラチナステン

Ｗ６：桑炭

Ｗ７：ハニーチェリー ＹＦ：キャラメルチーク

Ｚ９：ショコラウォールナット

Ｂ７：カームブラック Ｈ２：プラチナステン

Ｗ６：桑炭

◆エクステリアポストＴ１０型
（前入れ／前出しタイプ）

◆エクステリアポストＴ１１型
（前入れ／後出しタイプ）

シンプルモダンポストユニットＢ型（表札灯タイプ）

乳白 ブラック ヘアライン仕上 レッド オレンジ

①アクリル表札S ②ステンレス表札S

◆表札（市販品・別売） ※書体は一例です

◆ユニット組合せ例

※ネームシール及び表札、インターホンは別売になります。

Ｂ７：カームブラック Ｈ２：プラチナステン

◆エクステリアポストＴ９型 ◆目隠しパネル（オプション）

Ｂ７：カームブラック Ｈ２：プラチナステン



※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

Ｋ０９Ｓ２２ Ｋ１０Ｋ０１Ｓ２０ Ｓ２１

Ｋ１１ Ｋ１２ Ｋ１３ Ｋ１４

ショコラウォールナット

■ カラーバリエーション

ＹＦ
キャラメルチーク

ＫＸ
ラスティックウッド

ＨＳ
アーモンドウォールナット

ＨＴ
ローストマホガニー

ＪＺ
ビターストーン

Ｇ８
マットカーボン

ＭＥ
チェックブルー

ＭＲ
チェックレッド

Ｓ１
ピュアシルバー

Ｈ２
プラチナステン

B1
ブラウン

B７
カームブラック

Z９

Ｗ７
ハニーチェリー

Ｗ６

バニラウォールナット

シナモンオーク

ＡＲ

ＡＳ

桑炭

Ｋ１５

快適さをプラスする通風機構

ドアを閉じた状態でアーム部分

を受け側へスライドすることで

アームが「かんぬき」となり、ドア

をロックすることができます。

ドアガード使用時の全閉状態で

フックを押込むことで、ドアを少し

だけ開けた状態で固定すること

ができます。生活シーンにあわ

せ玄関の通風・換気が可能です。

アーバンエッジクラシックハンドルﾛｰﾄｱｲｱﾝ調ﾊﾝﾄﾞﾙ角型ストレートハンドル丸型ストレートハンドル

◆◆ ハンドル ◆◆ ◆◆ ドアガード ◆◆

さらに安心をプラスするロック機構ディンプルキー（PSシリンダー）
優れた耐ピッキング性能を持つ構造

ウェーブキー（WXシリンダー）
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式

ロック

ロック解除

(外観) (内観)

◆◆ シリンダー ◆◆

＜シルバー＞ ＜ブラック＞ ＜ゴールド＞ ＜シルバー＞ ＜ブラック＞ ＜ゴールド＞ ＜ブラック＞ ＜ゴールド＞ ＜ブラック＞

(外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観)(外観) (内観) (外観) (内観)

＜シルバー＞＜ツートーン＞

(外観) (内観) (外観) (内観)

玄関ドア ヴェナート

Ｍ０５

KX：ラスティックウッド W6：桑炭

※扉の上下形材
色はＨ２色となり
ます。

W7：ハニーチェリー

※Ｂタイプの場合
扉の上下形材色は
H２色となります。

※Ｃタイプの場合
扉の上下形材色は
パネル  色と同色と
なります。

※扉の上下形材色は
Ｈ２色となります。

Ｃタイプ

Ｂタイプ

Ｃタイプ

Ｂタイプ

Ｃタイプ

※小窓額縁の色は
シルバー色となります。

H2：プラチナステン

Ｃタイプ

Ｂタイプ

B7：カームブラック

Ｃタイプ

Ｂタイプ

Ａタイプ

※Ｂタイプの場合
外部アクセントパネル色は
全てＨ２色となります。

※Ｃタイプの場合
外部アクセントパネル色は
Ｓ１色の場合はＫ１色(ブラ
ック艶あり)、Ｈ２色の場合
はW7色(ハニーチェリー)
その他はＨ２色となります。

YF：キャラメルチーク

Ｃタイプ

Ｂタイプ

※Ｂタイプの場合
外部アクセントパネル色は
ＫＸ・W６・ＪＺ色の場合は
Ｋ１色(ブラック艶あり)、
その他はＨ２色となります。

※Ｃタイプの場合
外部アクセントパネル色は
Ｓ１色の場合はＫ１色(ブラ
ック艶あり)、その他はＨ２
色となります。

JZ：ビターストーン

Ｃタイプ

Ｂタイプ

S1：ピュアシルバー

Ｃタイプ

Ｂタイプ

※Ｂタイプの場合
外部アクセントパネル色は
ＫＸ・W６・ＪＺ色の場合は
Ｋ１色(ブラック艶あり)、
その他はＨ２色となります。

※Ｃタイプの場合
外部アクセントパネル色は
Ｓ１色の場合はＫ１色(ブラ
ック艶あり)、その他はＨ２
色となります。

※Ｂタイプ・Ｃタイプ
外部アクセントパネル色、
額縁色は
全てＨ２色となります。

Z9：ショコラウォールナット

Ｃタイプ

Ｂタイプ

※Ｂタイプ・Ｃタイプ
外部アクセントパネル色 は
全てＨ２色となります。

W7：ハニーチェリー

Ｃタイプ

Ｂタイプ

KX：ラスティックウッド

Ｃタイプ

Ｂタイプ

Ａタイプ

W7：ハニーチェリー

※内観色は
外観パネル戸先色
と同色となります。

Ｂタイプ

Ｃタイプ


