
 
 
報道関係者各位 2017年 1月 17日  

金属外装材「Ｄａｎサイディング」スチール深絞りシリーズから 

「ティエラＳＦ」「スレンダラインＢＦ」新発売 
～既存のスチール深絞りシリーズ２商品・スタンダードシリーズ２商品に新色追加、同日発売～ 

 
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」スチール深絞
りシリーズから、単色ビーズ塗装品の「ティエラ SF」、フッ素鋼板単色ビーズ塗装品の「スレ
ンダライン BF」を 2017 年 2 月 1 日から全国で発売します。また、既存のスチール深絞りシリ
ーズ「プレシャスウッド」「スレンダライン」とスチールスタンダードシリーズ「ティーレⅡ」
「デューネ」には新色を追加し、同日発売します。 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

 
「ティエラ SF」「スレンダライン BF」は、金属外装材「Dan サイディング」スチール深絞り

シリーズの高精度インクジェット塗装、iD 塗装品※でご好評をいただいている既存柄で、塗装
仕様を単色ビーズ塗装に変えてラインナップした新商品です。 
※「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。 
「ティエラ SF」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。単色ビーズ

塗装を採用したことで、砂まき風仕上げの深い風合いに仕上がりました。繊細な石の素材感を
再現し、やわらかな印象の外観を演出します。特に優れた耐候性とセルフクリーニング機能を
備えたセルフッ素コートを施し、塗膜 15 年保証にも対応します。「スレンダライン BF」は、高
低差をつけたピースによる陰影や、繊細な石肌を表現した意匠が特長の細石積柄です。フッ素
系塗装で仕上げ塗装した鋼板を採用することで、塗膜を長持ちさせます。（塗膜 10 年保証付き） 
どちらも施工した際に継ぎ目が目立ちにくいと好評の「隠目地」により、さらに美しい壁面

を実現します。 
なお、同日発売する既存のスチール深絞りシリーズ「プレシャスウッド」「スレンダライン」

とスチールスタンダードシリーズ「ティーレⅡ」「デューネ」の新色には、それぞれ柄の素材感
を生かした色を追加し、提案の幅を広げます。 

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。 

「ティエラ SF」の施工例 
（色：チェリーブラウン NF+、横張り） 

「スレンダライン BF」の施工例 
（色：ソフトホワイト BF、横張り） 
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＜参考情報＞ 
■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」（単色ビーズ塗装品） 

繊細な石の素材感を再現しました。大きく緩やかなハツリが、 
やわらかな印象を与えます。【塗膜 15 年保証】 

カラー： 
 

  
 チェリーブラウン NF+ ソフトホワイト F+ 

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 16,800 円／坪（5,098 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 BF」（フッ素鋼板単色ビーズ塗装品） 

ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインで深み
のある陰影を表現しました。フッ素鋼板を使用することで、新築
時の色合いが長持ちします。【塗膜 10 年保証】 

カラー： 
 

  

 チェリーブラウン BF ソフトホワイトBF 

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 BF 約 12,500 円／坪（3,795 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。 
 
 
【新色追加】 
１．スチール深絞りシリーズ「プレシャスウッド」（単色マット塗装） 

表面にいくつもの凹凸を設け、より本物感のある木目を表現しまし
た。表面のツヤを抑えて柄の素材感を引き立たせ、高級感を印象づ
けます。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。 

カラー： 
 

    
 ナチュラルホワイト ナチュラルブラウン チャコールブラック ナチュラルベージュ 

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 約 11,300 円／坪（3,438 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。 

 
 

新色 
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２．スチール深絞りシリーズ「スレンダライン」（単色ビーズ塗装） 

ピースの高低差や、表面の繊細な石肌が陰影に深みを与えます。 

カラー： 

   
チェリーブラウン N シャドーブラック ソフトホワイト 

  
コットンベージュ テディブラウン 

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 約 11,300 円／坪（3,438 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．スチールスタンダードシリーズ「ティーレⅡ」（単色塗装品） 

陰影感のある“くしびき調”は 5 色の展開です。 
横基調のシンプルなデザインで幅広い住宅にコーディネイトできます。 

カラー： 

   
アイボリー スモークグレー モカブラウン 

  
ベージュ ホワイト 

サ イ ズ： 12.5 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）3,788 ミリ 
価 格： ティーレⅡ 約 10,400 円／坪（3,143 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。 
 
４．スチールスタンダードシリーズ「デューネ」（単色塗装品） 

ひとつひとつの粒感を質感豊かに表現しました。 
6 色展開の砂壁調デザインです。 

カラー： 

   
アイボリー スモークグレー モカブラウン 

   
ベージュ ホワイト ミストブラウン 

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 
13.2 尺品 （厚さ）15 ミリ×（幅）370 ミリ×（長さ）4,000 ミリ 

価 格： デューネ 約 10,400 円／坪（3,143 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。 

新色 

新色 

新色 

新色 
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＜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 
■発 売 日  2017 年 2 月 1 日 
■販売地域 全国 

 


