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※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。 2019.1.11 

15P/15PF 

外壁に雨などの水滴が付くと、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、北面、日陰、夜間を問わず、セル
フクリーニング効果を発揮します。 

燃えにくいだけでなく、 
煙や有毒ガスの発生も 
ありませんから住宅用 
外装材として、安全性に 

優れています。 

安全性に 
優れている 
耐火等級４対
応 

ラスティウッドP 

RDP5PRBR 
ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｳﾝP 

RDP5PRCD 
ﾗｽﾃｨｼﾀﾞｰP 

RDP5PRDB 
ﾗｽﾃｨﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP 

RDP5PRGN 
ﾗｽﾃｨｸﾞﾘｰﾝP 

RDP5PRGY 
ﾗｽﾃｨｸﾞﾚｰP 

RDP5PRLK 
ﾗｽﾃｨﾌﾞﾗｯｸP 

RDP5PRMW 
ﾗｽﾃｨﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝP 

RDP5PRRE 
ﾗｽﾃｨﾚｯﾄﾞP 

ABP5PABE 
ｱﾙﾎﾞﾍﾞｰｼﾞｭP 

ABP5PABG 
ｱﾙﾎﾞｽﾓｰｸP 

ABP5PABH 
ｱﾙﾎﾞﾎﾜｲﾄP 

ABP5PABK 
ｱﾙﾎﾞﾌﾞﾗｯｸP 

アールボーダーP 

世界に誇るフッ素樹脂 
『ルミフロン』を採用しました。 

●ルミフロンはAGCの登録商標です。 

写真提供：ANA 
FEVEフッ素樹脂「ルミフロン」は、フッ素モノマーと塗料化に必要な他モ
ノマーとが規則的に交互配列を作る樹脂です。つまり、紫外線に弱い
ビニルエーテルは紫外線に強いフッ素モノマーに守られています。 

ＡＧＣが開発した、高い耐候性をもつ 
世界初の溶剤可溶型塗料用フッ素樹脂                            
「ルミフロン」は、常に過酷な紫外線に                                    
さらされる航空機の機体や、橋梁などの                            
建造物に採用されています。 
「ルミフロン」を採用することで、 
優れた耐候性を実現しています。 

写真提供：AGC 

2019.2月発売 セビーノ16P 

SVP6GA 
ｾﾋﾞｰﾉｸﾞﾚｰP 

SVP6JB 
ｾﾋﾞｰﾉｱｲﾎﾞﾘｰP 

SVP6KA 
ｾﾋﾞｰﾉﾌﾞﾗｯｸP 

SVP6JA 
ｾﾋﾞｰﾉﾍﾞｰｼﾞｭP 

SVP6WA 
ｾﾋﾞｰﾉﾎﾜｲﾄP 

ウッドライン16P 2019.2月発売 

DLP6BA 
ﾗｲﾝﾐﾄﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝP 

DLP6BB 
ﾗｲﾝﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP 

DLP6KA 
ﾗｲﾝﾌﾞﾗｯｸP 

DLP6YA 
ﾗｲﾝｼﾀﾞｰP 

DLP6WA 
ﾗｲﾝﾎﾜｲﾄP 

汚れにくく、落ちやすい。 色あせしにくく、 美し
い。 

2019年5月
生産終了 



※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。 2019.1.11 

15P/15PF 

トラヴィスP 

TVP5PTBG 
ﾄﾗｳﾞｨｽﾍﾞｰｼﾞｭP 

TVP5PTBN 
ﾄﾗｳﾞｨｽﾌﾞﾗｳﾝP 

TVP5PTGR 
ﾄﾗｳﾞｨｽｸﾞﾚｰP 

TVP5PTRD 
ﾄﾗｳﾞｨｽﾚｯﾄﾞP 

TVP5PTWP 
ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄﾋﾟﾝｸP 

TVP5PTWY 
ﾄﾗｳﾞｨｽﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｰP 

ルフラン16P 

FRP6PFIV 
ﾙﾌﾗﾝｱｲﾎﾞﾘｰP 

FRP6PFLG 
ﾙﾌﾗﾝﾗｲﾄｸﾞﾚｰP 

FRP6PFWH 
ﾙﾌﾗﾝﾎﾜｲﾄP 

FRP6PFKR 
ﾙﾌﾗﾝﾌﾞﾗｯｸP 

アルディーレP 

ARP5PRC 
ｱﾙｷｬﾒﾙP 

ARP5PRJ 
ｱﾙﾍﾞｰｼﾞｭP 

ARP5PRR 
ｱﾙｸﾞﾚｰP 

ARP5PRW 
ｱﾙﾎﾜｲﾄP 

モダンウッドP 

MWP5PWBK 
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｯｸ2P 

MWP5PWE 
ｳｯﾃﾞｨﾎﾜｲﾄP 

MWP5PWJ 
ｺｰﾙﾌﾞﾗｯｸ2P 

MWP5PWS 
ｳｯﾃﾞｨﾚｯﾄﾞP 

MWP5PWP 
ｳｯﾃﾞｨﾒｰﾌﾟﾙ2P 

MWP5PWN 
ｳｯﾃﾞｨﾌﾞﾗｳﾝP 

やまがた割肌タイル16P 

YGWP66PYB 
YTﾌﾞﾗｳﾝP 

YGWP66PYC 
YTｷｬﾒﾙP 

YGWP66PYG 
YTｸﾞﾚｰP 

YGWP66PYR 
YTﾚｯﾄﾞP 

レクタートP 

RTP5PRTC 
ﾚｸﾀﾁｬｺｰﾙP 

RTP5PRTG 
ﾚｸﾀｸﾞﾚｰP 

RTP5PRTW 
ﾚｸﾀﾎﾜｲﾄP 

ヴェリエP 

BEP5PBED 
ｳﾞｪﾘｴﾁｬｺｰﾙP 

BEP5PBEC 
ｳﾞｪﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰP 

BEP5PBEB 
ｳﾞｪﾘｴﾎﾜｲﾄP 

BEP5PBEA 
ｳﾞｪﾘｴﾗｲﾄｸﾞﾚｰP 

ルービック16P 

RKP6PRKL 
ﾙｰﾋﾞｯｸﾗｲﾄｸﾞﾚｰP 

RKP6PRKM 
ﾙｰﾋﾞｯｸﾓｶP 

RKP6PRKW 
ﾙｰﾋﾞｯｸﾎﾜｲﾄP 

トラシナーレタイルP 

TRP5PTB 
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｳﾝP 

TRP5PTL 
ﾄﾗｼﾅﾌﾞﾗｯｸP 

TRP5PTW 
ﾄﾗｼﾅﾎﾜｲﾄP 

スティックボーダーP 

STBP5PSCM 
ｽﾃｨｯｸｼﾅﾓﾝP 

STBP5PSDN 
ｽﾃｨｯｸﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝP 

STBP5PSGB 
ｽﾃｨｯｸｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭP 

STBP5PSIV 
ｽﾃｨｯｸｱｲﾎﾞﾘｰP 

STBP5PSLG 
ｽﾃｨｯｸﾗｲﾄｸﾞﾚｰP 

STBP5PSWH 
ｽﾃｨｯｸﾎﾜｲﾄP 

アメリアP 

ALP5PALA 
ｱﾒﾘｱｸﾞﾚｰｼﾞｭP 

ALP5PALB 
ｱﾒﾘｱﾎﾜｲﾄP 

ALP5PALC 
ｱﾒﾘｱｱｲﾎﾞﾘｰP 

シュクールP 

SCP5PSCA 
ｼｭｸｰﾙﾎﾜｲﾄP 

SCP5PSCB 
ｼｭｸｰﾙﾍﾞｰｼﾞｭP 

SCP5PSCC 
ｼｭｸｰﾙｻﾝﾄﾞP 

SCP5PSCD 
ｼｭｸｰﾙﾋﾞﾀｰP 

アーバンストライプ16P 

ASP6PKB 
ｶｰｻﾌﾞﾗｯｸP 

ASP6PKU 
ｶｰｻﾌﾞﾙｰP 

ASP6PKW 
ｶｰｻﾎﾜｲﾄP 

FLP5BA 
ﾌﾛｰﾅﾌﾞﾗｳﾝP 

フローナP 

FLP5GA 
ﾌﾛｰﾅｸﾞﾚｰP 

FLP5JA 
ﾌﾛｰﾅﾍﾞｰｼﾞｭP 

FLP5WA 
ﾌﾛｰﾅｱｲﾎﾞﾘｰP 

FLP5WB 
ﾌﾛｰﾅﾎﾜｲﾄP 

セキボクP 

SBP5GA 
ｾｷﾎﾞｸｸﾞﾚｰP 

SBP5GB 
ｾｷﾎﾞｸﾁｬｺｰﾙP 

SBP5KA 
ｾｷﾎﾞｸﾌﾞﾗｯｸP 

SBP5WA 
ｾｷﾎﾞｸﾎﾜｲﾄP 

2019年5月
生産終了 

2019年5月
生産終了 



※実際の色はサンプル等で必ずご確認下さい。 

15P/15PF 

ルミナードロンテP モザイクストーンロンテP 

リプレP イルマーレP 

ニューグラビーレP 

RIPP5PAW 
MSｱｸｱﾎﾜｲﾄP 

RIPP5PIT 
MSｱｲｽﾎﾜｲﾄP 

RIPP5PMT 
MSﾐﾝﾄﾎﾜｲﾄP 

RIPP5PPBK 
ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｯｸP 

NGVP5PGW 
ﾌﾞﾗｳﾝ3P 

NGVP5PSH 
SPｸﾘｱﾎﾜｲﾄP 

NGVP5PSI 
SPﾗｲﾄｱｲﾎﾞﾘｰP 

NGVP5PSJ 
SPｿﾙﾍﾞｰｼﾞｭP 

NGVP5PSL 
SPﾗｲﾄｿﾌﾄｸﾞﾚｰP 

NGVP5PSN 
SPﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP 

IMP5PCL 
ｸﾘｰﾐｰﾚﾓﾝP 

IMP5PFP 
ﾌﾚｯｼｭﾋﾟｰﾁP 

IMP5PMJ 
ﾐﾙｷｰﾍﾞｰｼﾞｭP 

IMP5PMV 
ﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰP 

IMP5PWT 
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP 

LUP5PCR 
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP 

LUP5PDP 
ﾃﾞｨｰﾌﾟﾁｬｺｰﾙP 

LUP5PWT 
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP 

MZP5PBW 
ﾌﾞﾗｳﾝⅡP 

MZP5PCR 
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP 

MZP5PWT 
ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄP 

フラットS16P 

FSP6GA 
ｸﾞﾚｰP 

FSP6JA 
ﾐﾙｷｰｱｲﾎﾞﾘｰP 

FSP6WA 
ｸﾘｱﾎﾜｲﾄP 

スヴェルトP 

SLP5PSC 
ｽｳﾞｪﾙﾄﾁｬｺｰﾙP 

SLP5PSF 
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｯｸ2P 

SLP5PSGR 
ｽｳﾞｪﾙﾄｸﾞﾚｰP 

SLP5PSHT 
ｽｳﾞｪﾙﾄﾎﾜｲﾄP 

SLP5PSV 
ｽｳﾞｪﾙﾄｱｲﾎﾞﾘｰP 

SLP5PSM 
ｽｳﾞｪﾙﾄﾌﾞﾗｳﾝ2P 

ニューゼラトレP 

NJP5PJB 
ｾﾞﾗﾄﾚﾌﾞﾗｳﾝP 

NJP5PJC 
ｾﾞﾗﾄﾚｷｬﾒﾙP 

NJP5PJG 
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾞﾚｰP 

NJP5PJK 
ｾﾞﾗﾄﾚｸﾘｰﾑﾚｯﾄﾞP 

ソナートP 

SNTP5PSBE 
ｿﾅﾍﾞｰｼﾞｭP 

SNTP5PSMC 
ｿﾅｽﾓｰｸP 

SNTP5PSWT 
ｿﾅﾎﾜｲﾄP 

ドゥーナス16P 

DSP6PDBR 
ﾄﾞｩｰﾅｽﾌﾞﾗｳﾝP 

DSP6PDCH 
ﾄﾞｩｰﾅｽCﾌﾞﾗｯｸP 

DSP6PDCW 
ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾘｱﾎﾜｲﾄP 

DSP6PDGR 
ﾄﾞｩｰﾅｽｸﾞﾚｰ2P 

DSP6PDWT 
ﾄﾞｩｰﾅｽﾎﾜｲﾄP 

2019.1.11 

2019年5月
生産終了 

2019年5月
生産終了 

2019年5月
生産終了 



フッ素の壁なら「旭トステム外装」 

フッ素をより身近に  

業界最長の保証 塗膜15年保証 
(2015年9月現在) 

雨で汚れが落ちる 防汚機能 

セルフッ素コート・PLUS 

さらに防藻・防カビ機能も！ 

紫外線に強いフッ素の壁が、より身近に 

「セルフッ素コート・プラス」は、独自の技術により
塗膜に柔軟性を持たせ、わずかな外壁の動きをしっかり吸

収。住まいを強固に守る、高品質と低価格を両立させ
た新開発の塗膜です。 

独自の塗料は、優れた耐候性を実現 

「セルフッ素コート・プラス」は超耐候性フッ素樹脂
「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤などを配合
し、色あせの進行を遅らせます。 

「塗膜15年保証」対応で強力な紫外線から外壁を
ガードし、新築時の美しい外観を長くキープ！ 

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証するもので、セルフクリーニング効果を保証するもの 
   ではありません。 

親水機能によるセルフクリーニング効果
と防藻・防カビ機能 

「セルフッ素コート・プラス」は親水機能により、 
北面、日陰、夜間を問わずセルフクリーニング効果を発揮。 
 
さらに当社従来品より藻やカビがつきにくい 

「防藻・防カビ機能」付き。藻やカビの成育を抑制します。 

※実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。 

※防藻・防カビ機能は、当社実験結果に基づく比較であり、藻・カビの種類や環境によって十分に効果が 
    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。 

もっと気軽に、フッ素塗装の外壁を。                                                  

高機能・高品質・高コストパフォーマンスを実現。 
旭トステム外装の次世代外壁シリーズです。                                             

もっと美しく、 
   機能的な外壁へ。 

汚れにくく、 
落ちやすい。 

色あせにくく、 
美しく。 

AFU_01 



AT-WALL   15P/PFシリーズ   セルフッ素コートｐｌｕｓ  の機能 

安全機能 

防汚機能 

汚れにくい。 
親水性によるセルフクリーニング機能 

セルフッ素コートで採用の超耐侯性塗料用 

フッ素樹脂「ルミフロン」の採用実績 

写真提供：ANA 

セルフッ素コートは、外壁材がその美しさを長く保つため、AGC旭硝子が開発した超
耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線(UV)吸収剤や光酸化反
応防止剤などを配合した水系の塗料です。 
発売から32年、そのクオリティの高さは大きな信頼と２０万件以上の実績を築きあ
げてきました。 

耐侯性塗料 

色あせにくい。 

もっと美しく機能的な外壁へ 

ANA航空機 

● 明石海峡大橋 

● ランドマークタワー 

ALU_01 

【促進耐候性試験結果】 

独自の塗料は、優れた耐候性を実現 

太陽の光は、自然を育み、私たちの暮らしに安らぎや潤いを与えてくれます。でも、外壁にとって毎日の紫外線
や熱は手強い敵。樹脂が劣化し、表面の光沢が失われ、色あせが進行します。AT-WALLガーディナルに使用
されている「セルフッ素コート・EXE／セルフッ素コートｐｌｕｓ」は、外壁材がその美しさを長く保つため、AGC旭
硝子が開発した超耐候性塗料用フッ素樹脂「ルミフロン」をベースに紫外線（UV)吸収剤や光酸化反応防止剤

などを配合した水系の塗料です。この塗料は色あせなどの進行を遅らせる優れた耐候性を実現、業界初の
「塗膜20年保証（セルフッ素コート・EXE）」に対応しています。 

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪
色がないことを保証するもので、セルフク
リーニング効果を保証するものではあり
ません。 

超耐候性仕様のセルフッ素コート PLUS 

「塗膜15年保証」を実現。 

安心の塗膜 １５年保証書を発行します。 

セルフッ素コート採用のAT-WALL15Ｐ・ＰＦシリーズは１５年保証。 
住宅会社様と旭トステム外装株式会社との間で、保証規定に基
づいた契約を締結します。 

【沖縄実曝実験】 

[AT-WALL]は、促進耐候性試験に加えて、
沖縄県で各製品の実曝実験を行っていま
す。 

塗膜に著しい 
変褪色が無いこと。 保証 

内容 
保証書 
発行 

該当商品をご採用いた
だいた物件に対し、邸
別に保証書を発行しま
す。 

※2015年12月現在 

安心の保証書。 

親水面に汚れが付着 
します。 

雨が降り、親水面に 
水滴が付着します。 

親水面と汚れの間に 
雨の水滴が入り込み 
汚れが流れ落ちます。 

※従来品に比べ静電気が 
 おきにくく、もともと 
 汚れ自体がつきにくく 
 なっています。 

実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって
異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給
された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対
しては、効果が低くなります。泥汚れ、切断粉等が塗膜に入り込むと、取れにくく目立つことが
ありますので、ご注意ください。 

● 写真提供：旭硝子株式会社 



http://www.lixil.co.jp/showroom/kinki/lixil_minoh/ 

① 大阪市北区大深町4-20 
    グランフロント大阪 南館タワーA 11F 

② 大阪市住之江区南港北 1-7-62 

③ 箕面市萱野4丁目 5-45 

※詳細は上記 URLより確認願います。 
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