
 

 

報道関係者各位 2019 年 1 月 29 日 
 

業界最長※1の塗膜の変色・褪色３０年保証、耐久性に優れたシーリングレス工法の 

窯業系外装材「ガーディナル」シリーズに新柄「ロッサーノＶＺ」を追加 

～ラグジュアリーな邸宅スタイルを演出する、陰影感のある大割石積柄～ 
 

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：阪本 浩一）では、シーリングレス※2工法で“きれいな壁”を実現する

窯業系外装材「AT-WALL」の最上位商品「ガーディナル」シリーズに、高級感あふれる石積柄

が美しい新柄「ロッサーノ VZ」を追加し、2019 年 2 月 1 日から全国で発売します。 

※1：2019 年 1 月現在 

※2：建物の形状や部位によってはシーリング納まりとなる部位があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ガーディナル」シリーズは、本体の三辺を合じゃくり加工し、専用のジョイント部材「カ

ンシキくん」と合わせて施工することで、シーリングレス工法を実現した人気のサイディング

です。本体表面に汚れが落ちやすくなるセルフクリーニング機能※3 付きの塗料「セルフッ素

コート・EXE30」を採用し、さらに業界最長の「塗膜の変色・褪色 30 年保証」を実現したこ

とにより、長期にわたって住まいの外壁を美しく保つことができます。 

※3：親水機能により本体表面の汚れが落ちやすくなる防汚機能です。 

今回新たに設定した「ロッサーノ VZ」は、18mm の厚みを活かした深い目地で陰影感が魅力

の大割石積柄です。天然石を切り出したようなリアルな質感と、3 種のテクスチャーが生み出

す本格デザインで、高級感あふれる邸宅スタイルの外観を演出します。 

今後も旭トステム外装では、先進の「AT-WALL」を戸建て住宅向け外装材のスタンダードと

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。 

ガーディナル（AT-WALL18VZ）シリーズ「ロッサーノ VZ」の施工例（色：ロッサーノアイボリーF） 
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＜参考資料＞ 

■新商品ラインナップ【ガーディナル 新柄】 

ガーディナル  AT-WALL18VZ シリーズ「ロッサーノ VZ」 

天然石をモチーフとした大割石積柄。3 種のテクスチャーを織り交ぜた高級感あるデザ
インは、邸宅スタイルにおすすめです。 

カラー： 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ イ ズ： （厚さ）18 ミリ×（幅）455 ミリ×（長さ）1,820 ミリ 

価 格： 5,900 円／1 枚（7,125 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。 

発 売 日： 2019 年 2 月 1 日  

販売地域： 全国 

 

■窯業系外装材「ガーディナル」シリーズ特長 
1．「セルフッ素コート・EXE30」で安心の業界最長「塗膜の変色・褪色 30年保証」を実現 

「セルフッ素コート・EXE30」は、外壁に雨などの水滴がつくと、汚れと外壁
表面のすき間に水滴が入る親水機能によって、セルフクリーニング効果を発揮し
ます。さらに、防藻剤・防カビ剤の配合によって藻やカビの成育を抑制する“防
藻・防カビ機能※1”もあわせ持った高機能外装材です。 

※1：藻・カビの種類や環境により十分に効果が発揮されないことがあります。また全ての藻・カビで

実証したものではありません。 

また、美しさを長く保つため、超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」を使用して
います。優れた耐候性により、塗り替え回数の大幅な削減を実現。さらに、「塗膜の変色・
褪色 30年保証」に対応しているため、安心してご使用いただけます。 

 

 
2．“シーリングレス工法”三辺合じゃくりを採用 

接合部が目立ちにくくなるよう、本体の三辺を合じゃくり加工し、
専用のジョイント部材「カンシキくん」と合わせて施工することで、
シーリングレス工法を実現しています。 

これにより、本体接合、出隅、入隅、窓まわり部にシーリングを使わ
ず、つなぎ目が目立たない、きれいな仕上がりを可能としています。 

 

・本体接合部      ・出隅部（同質出隅） ・入隅部           ・窓まわり部 

（①入隅ジョイナー仕様、②同質入隅） 

 

 

 

 
 

② 

ロッサーノグレーF ロッサーノベージュ F 

ロッサーノアイボリーF ロッサーノブラック F 

①  
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■新商品ラインナップ【ガーディナル Smart 新柄】 
 ガーディナル Smart AT-WALL15PZシリーズ「ウッドライン 16PZ」 
 AT-WALL15P シリーズ「ウッドライン 16P」 

切削の鋸跡や欠けのある木材を細かく切断し、割り付けた木目柄。 
長尺のフォルムがミニマルスタイルによく映えます。 

カラー： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

サ イ ズ： （厚さ）16 ミリ×（幅）455 ミリ×（長さ）3,030 ミリ 
価 格： ウッドライン 16PZ ：6,900 円／1 枚（5,005 円／㎡） 

ウッドライン 16P  ：6,600 円／1 枚（4,787 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。 

  
ガーディナル Smart AT-WALL15PZ シリーズ「セビーノ 16PZ」 
 AT-WALL15P シリーズ「セビーノ 16P」 

3 種のテクスチャーや塗装により、天然石の質感を再現しました。 
迫力のある大柄で重厚な印象を与えます。 

カラー： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
サ イ ズ： （厚さ）16 ミリ×（幅）455 ミリ×（長さ）3,030 ミリ 
価 格： セビーノ 16PZ ：6,900 円／1 枚（5,005 円／㎡） 

セビーノ 16P  ：6,600 円／1 枚（4,787 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) 

発 売 日： 2019 年 2 月 1 日  

販売地域： 全国 
 

ラインミドルブラウン P ラインダークブラウン P 

ラインホワイト P (＊) 

ラインブラック P 

ラインシダーP 

セビーノグレーP セビーノベージュ P (＊) 

セビーノブラック P 

セビーノアイボリーP 

セビーノホワイト P (＊) 

(＊)セビーノ 16P のみの設定色 

(＊)ウッドライン 16P のみの設定色 

AT-WALL15PZ シリーズ「ウッドライン 16PZ」 

（ラインミドルブラウン P） 

AT-WALL15PZ シリーズ「セビーノ 16PZ」 

（セビーノグレーP） 
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■窯業系外装材「ガーディナル Smart」シリーズ特長 
１．“シーリングレス工法”新四辺合じゃくりを採用 
接合部が目立ちにくくなるよう、本体の四辺を合じゃくり加工
し、専用のジョイント部材「カンシキくん」と合わせて施工す
る新シーリングレス工法を採用しています。 

 

 

 

２．出隅部目地レスでさらに美しい仕上がり 
従来の「ガーディナル」シリーズでは「同質出隅」のみの対応だった出隅納まりに、「出隅イン
ナージョイナー」「カバー出隅」を追加し 3 種類からお選びいただけます。 
 
・出隅インナージョイナー 

  「出隅インナージョイナー」を用いることで、出隅部に目地や同質出隅が無くなり、より美
しく仕上がります。この工法は 2016 年度グッドデザイン賞を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．板途切れを少なくするため 10 尺でのご用意 

従来の「ガーディナル」シリーズの 6 尺から、「ガーディナル Smart」シリーズでは 10 尺に
変更しています。これにより、板途切れが少なく、より美しい仕上がりになります。 

 

 

 

■窯業系外装材「ガーディナル Smart」シリーズ・「AT-WALL PLUS」シリーズ 共通特長 

・「セルフッ素コート・PLUS」で安心の「塗膜の変色・褪色 15 年保証」を採用 

「セルフッ素コート・PLUS」は、外壁に雨などの水滴がつくと、
汚れと外壁表面のすき間に水滴が入る親水機能によって、セルフ
クリーニング効果を発揮します。さらに、防藻剤・防カビ剤の配
合によって藻やカビの成育を抑制する“防藻・防カビ機能※1”も
あわせ持った高機能外装材です。 

※1：藻・カビの種類や環境により十分に効果が発揮されないことがあります。また全ての藻・カビで実証したものではありません。 

 

また、美しさを長く保つため、超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」を使用し
ています。優れた耐候性により、塗り替え回数の大幅な削減を実現。さらに、「塗
膜の変色・褪色 15 年保証」に対応しているため、安心してご使用いただけます。 

■カバー出隅 ■同質出隅 


