
 
 
報道関係者各位 2016年 7月 5日  

金属外装材「Ｄａｎサイディング」 ｉＤ塗装品フルモデルチェンジ 

新柄「ティエラ」「プレシャスウッド」など全１０商品新発売 

～なめらかなグラデーションと細部の高い再現度で、素材感や陰影をリアルに演出～ 
 

LIXIL グループ傘下で、外装建材総合メーカーの旭トステム外装株式会社（本社：東京都 
江東区毛利 1-19-10、社長：条生 秀人）では、金属外装材「Dan サイディング」の iD 塗装品※

をフルモデルチェンジし、新柄「ティエラ SF/SX」「プレシャスウッド SF/SX」、リニューアル

柄「シャトーロッシュⅢSF/SX」「スレンダラインⅡSF/SX」「ラ・ドゥーナスⅡSF」「煉瓦ⅡSX」
の全 10 商品を、2016 年 8 月 1 日から全国で発売します。 
※「iD 塗装」は繊細な色調の変化を描き分ける AT 外装オリジナルのインクジェット塗装技術です。iD とは、

「infinity」「imagination」「Dynamic」「Design」の頭文字をとった AT 外装の造語です。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

新しくなった金属外装材「Dan サイディング」iD 塗装品は、インクの噴き付け精度の向上に

より、色ムラなどの繊細な表現ができるようになり、より表情豊かな外観を演出できるように

なりました。 

新柄「ティエラ SF/SX」は、さまざまな大きさの石を組み合わせた積石柄デザインです。石の

欠けや削れ具合などの繊細な石のテクスチャーを再現することで生まれたランダムで自然な陰

影感が特長です。同じく新柄の木目デザイン「プレシャスウッド SF/SX」は、板ごとに色ムラを

付け、自然な印象に仕上がります。 

このほか、リニューアル品として、石の陰影や素材感を表現した「シャトーロッシュⅢSF/SX」
や、スタイリッシュな細石積柄「スレンダラインⅡSF/SX」、スクエア柄デザインの「ラ・ドゥ

ーナスⅡSF」、アンティーク調の色合いを再現した「煉瓦ⅡSX」をご用意しています。また新柄

「ティエラ SF/SX」「プレシャスウッド SF/SX」、リニューアル柄「スレンダラインⅡSF/SX」は、

施工した際に継ぎ目が目立ちにくい「隠目地」により、さらに美しい壁面を実現します。 

今後も旭トステム外装では、先進の「Dan サイディング」を戸建て住宅向け外装材の、特に

外壁リフォーム業界でのスタンダードとするべく広く提案していくことで“お客様の資産価値

を守り続ける”より高品質な住まいづくりをサポートしていきます。 
 

この件に関するお問い合わせは下記にお願いします 

 

 

 

 

 

報道関係の方のお問い合わせは・・旭トステム外装 営業部     TEL：03－5638－5111 
一般の方からのお問い合わせは・・旭トステム外装 サービスデスク TEL：0570－001－117 

（ナビダイヤル） 
※ただし、PHS・一部 IP 電話等の場合は TEL：03－5638－5111 

※このリリースは国土交通記者会・国土交通省建設専門紙記者会にお届けし、旭トステム外装ホームページ 
（URL: http://www.asahitostem.co.jp/ ）および、LIXIL ホームページ（URL: http://www.lixil.co.jp/ ） 
でも発表しています。 

Danサイディング iD塗装品「ティエラ SF」の施工例（色：SWティエライエローUF+、ヨコ張り） 
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＜参考資料＞ 
■新「iD塗装」について 
１．繊細な色の違いを高い精度で表現 

インクの噴き付け精度の向上で、わずかな色の 
違いもより正確な塗り分けが可能になりました。 

２．細かい部分もひとつひとつ色鮮やかに再現 
小さなピースの塗り分け精度が向上しました。 
にじみが少なく、それぞれのピースがはっきり 
再現されて、全体で見た際の美しい多色感を 
印象づけます。 

３．輪郭をはっきりさせて、素材感・立体感を強調 
ピースひとつひとつの輪郭がより鮮明になり、 
浮き出て見えるようなメリハリのある凹凸感を 
表現できるようになりました。 

 
 
■新商品ラインナップ 
【新柄】 
１．スチール深絞りシリーズ「ティエラ SF/SX」 

さまざまな大きさの石を組み合わせた積石柄デザイン。 
新 iD 塗装により素材感や色合いを豊かに表現しています。 

カラー： 
 

   
SF品 ― SWティエラグレーUF+ SWティエライエローUF＋ 
SX品 SWティエラベージュ U+ SWティエラグレーU+ SWティエライエローU＋ 

サ イ ズ： 12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ 

価 格： ティエラ SF 約 20,500 円／坪（6,223 円／㎡） 
             ティエラ SX 約 18,100 円／坪（5,491 円／㎡） 

※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。 
 
 
２．スチール深絞りシリーズ「プレシャスウッド SF/SX」 

板ごとに色ムラを付け、単調に見えない自然な張り上がりの木目
柄です。 

カラー： 
 

    

SF品 SWプレシャス 
ベージュ UF+ 

AMプレシャス 
ブラウン UF+ ― SWプレシャス 

ホワイト UF+ 

SX品 SWプレシャス 
ベージュ U+ 

AMプレシャス 
ブラウン U+ 

SWプレシャス 
グレーU＋ 

SWプレシャス 
ホワイト U+ 

サ イ ズ： 10 尺品  （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,030 ミリ 
 12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ 

価 格： プレシャスウッド SF 約 20,500 円／坪（6,223 円／㎡） 
             プレシャスウッド SX 約 18,100 円／坪（5,491 円／㎡） 

※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。 

本物の色ムラを再現 それぞれの色がはっきり主張 

ボリューム感のある印象に 
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【リニューアル】 
１．スチール超深絞りシリーズ「シャトーロッシュⅢSF/SX」 

超深絞りシリーズならではの柄深さと、新 iD 塗装によりさらなる本
格感を印象付ける石柄デザインです。落ち着いた色合いで住宅の外観
に風格を与えます。 

カラー： 
 

   
SF品 UWシャトーベージュ UF+ ― UWシャトーブラウン UF+ 
SX品 UWシャトーベージュ U+ UWシャトーグレーU+ UWシャトーブラウン U＋ 

サ イ ズ： 12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ 

価 格： シャトーロッシュⅢSF 約 21,400 円／坪（6,491 円／㎡） 
             シャトーロッシュⅢSX 約 19,000 円／坪（5,768 円／㎡） 

※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。 
 
 
２．スチール深絞りシリーズ「スレンダラインⅡSF/SX」 

ひとつひとつのピースをより鮮明に表現。石の素材感や多色感が際立
った、スタイリッシュな細石積柄です。 

カラー： 
 

    

SF品 SWスレンダ 
グレーUF+ 

SWスレンダ 
オレンジ UF＋ 

SWスレンダ 
ベージュ UF+ 

― 

SX品 SWスレンダ 
グレーU+ 

SWスレンダ 
オレンジ U+ 

SWスレンダ 
ベージュ U＋ 

SWリスタ 
ベージュ U＋ 

サ イ ズ： 12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ 

価 格： スレンダラインⅡSF 約 20,500 円／坪（6,223 円／㎡） 
             スレンダラインⅡSX 約 18,100 円／坪（5,491 円／㎡） 

※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。 
 
 
３．スチール深絞りシリーズ「ラ・ドゥーナスⅡSF」 

幅広いスタイルをカバーするスクエア柄デザイン。それぞれのピース
が、より立体的に表現されています。 

カラー： 
 

   

SF品 SWドゥーナスピーチ UF+ SWドゥーナスライトグレーUF＋ SWドゥーナスグレーUF+ 

サ イ ズ： 12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ 

価 格： ラ・ドゥーナスⅡSF 約 20,500 円／坪（6,223 円／㎡） 
※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。 
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４．スチール深絞りシリーズ「煉瓦ⅡSX」 
深みのあるアンティーク調の色合いを再現。表面の凹凸もメリハリが
強調され、味わいある外観を演出します。 

カラー： 
 

   

SX品 SWレンガブラウン U+ SWレンガグレーU＋ SWレンガオレンジ U+ 

サ イ ズ： 12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ 

価 格： 煉瓦ⅡSX 約 18,100 円／坪（5,491 円／㎡） 
※価格には、消費税、役物、運搬費、施工費は含まれておりません。 

 
＜共通＞ 
■素 材 表面材：ガルバリウム鋼板※、裏面材：ラミネート加工紙、 
     芯材（断熱材）：硬質発泡ポリウレタン 
     ※「シャトーロッシュⅢSF/SX」はガルファン鋼板 

■発 売 日  2016 年 8 月 1 日 

■販売地域 全国 
 
 
 


