
モエンサイディング特徴

ニチハ商品は全商品に石綿を使用しておりません安全

モエンサイディングは業界に先駆け、無石綿化を実現。
一切石綿を使用しておりません。
住む人と地球環境に優しい商品をお届け致します。

耐震 建物への負担が小さく、優れた耐震性を備えています

１棟辺りモエン重量はモルタルと比較すると、
約半分の重量と軽いことから地震時に
住宅への負担を軽減します。

　

断熱 優れた断熱性を備え、四季に渡り抜群の省エネ効果を発揮します

モエンはモルタルやコンクリートと比較して、
約１０倍もの断熱効果を発揮。
暑さ・寒さから建物を守り、住まいの
快適性を高め、しかもエネルギー消費量
を節減する省エネタイプの外壁材です。

遮音 優れた遮音性を発揮し、快適空間を演出します

燃えにくく火・熱を遮る頼れる外壁材防火

ニチハの外壁材は全て、住宅の
様々な性能の基準を示した
｛日本住宅性能表示基準｝に
おいて耐火等級４等級（最高レベル）
または３等級に対応しています。

ビルの二重窓に匹敵する優れた遮音性を
持ち、飛行機や道路の騒音から
暮らしを守ります。

ベース材　　＝MD671（ﾋﾟｯｺﾛｽﾄｰﾝ調　ﾊﾞｰｾﾞﾎﾜｲﾄ）
アクセント材＝MD683（ﾙｽｺﾐｭｰﾙ調　ﾊﾞｰｾﾞﾁｬｺｰﾙ）

ベース材　　＝MDX1221（ｼｬﾄｰｳｫｰﾙ調　ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾗｳﾝJ）
アクセント材＝MDX325（ﾌｧﾌﾞﾙｽﾄｰﾝ調　ﾙｰﾁｭｵﾚﾝｼﾞ）

ベース材　　＝MDX359（ｿﾌｨｱｳｫｰﾙ調　ｾｼﾞｭｰﾙｱｯｼｭJ）
アクセント材＝MDX355（ｿﾌｨｱｳｫｰﾙ調　ｸﾞﾚｰｽｾﾋﾟｱJ）

ベース材　　＝MDX381（ﾘﾌﾟﾗﾙﾗｲﾝ　ｽﾉｰﾎﾜｲﾄJ）
アクセント材＝MDX472（ｺﾛﾘｰﾀｲﾙ調　ﾘｽﾀｺｺｱ）

施工イメージ画像



　　

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。 

クリーンガードとは、シリコンアクリル系保護膜（クリアー層）に 

セルフクリーニング機能（防汚効果）をもたせたものです。  
注)マイクロガードとは異なります。 

■グレアウッド 

トスコＭＧホワイト 
MFX731□ 

トスコＭＧメイプル 
MFX732□ 

トスコＭＧブラウン 
MFX733□ 

トスコＭＧカーキ 
MFX738□ 

トスコＭＧシルバー 
MFX735□ 

トスコＭＧチャコール 
MFX739□ 

■レジェマルシェ  

カリーノＭＧホワイト 
MFX771□ 

カリーノＭＧアイボリー 
MFX772□ 

カリーノＭＧクリーム 
MFX773□ 

カリーノＭＧベージュ 
MFX774□ 

カリーノＭＧブラウン 
MFX775□ 

カリーノＭＧチャコール 
MFX778□ 

■アテンレ 

アガットＭＧホワイト 
MFX871□ 

アガットＭＧプラチナ 

MFX872□ 

アガットＭＧブラウン 

MFX873□ 

アガットＭＧコッパー 

MFX875□ 

このマークのある商品はお取り寄せ商品となります。 

通常より２～５日お届け日数をいただきます。 
お取り寄せ商品 

■ルシェルド 

プランダＭＧホワイト 
MFX891□ 

プランダＭＧアイボリー 

MFX892□ 

プランダＭＧキャメル 

MFX893□ 

プランダＭＧダークグレー 

MFX894□ 

NEW 

■スタッフロック 

コルドＭＧパール 
MFX861□ 

コルドＭＧホワイト 

MFX862□ 

コルドＭＧサンド 

MFX863□ 

コルドＭＧブラウン 

MFX864□ 

コルドＭＧセピア 

MFX866□ 

■シェルモンテ 

セロＭＧホワイト 
MFX851□ 

セロＭＧグレー 

MFX852□ 

セロＭＧブラウン 

MFX853□ 

セロＭＧグラファイト 

MFX855□ 

■リシェルストーン 

オルドＭＧホワイト 
MFX811□  

オルドＭＧアイボリー 
MFX812□ 

オルドＭＧベージュ 
MFX813□ 

オルドＭＧブラウン 
MFX814□ 

オルドＭＧダークブラウン 
MFX816□  

■リオビスタ 

リフレＭＧホワイト 
MFX821□ 

リフレＭＧピンク 
MFX822□ 

リフレＭＧダークグレー 
MFX824□ 

■メリナストーン調 

メリルＭＧクリアホワイト 
MFX781□  

メリルＭＧクリーム 
MFX782□ 

メリルＭＧブラック 
MFX785□  

■シェルフストーン調 

ルーチェＭＧアイボリー 
MFX331□  

ルーチェＭＧブラウン 
MFX332□ 

ルーチェＭＧブラック 
MFX335□ 

■クリレタイル 

サティスＭＧホワイト 
MFX741□ 

サティスＭＧナデシコ 
MFX742□ 

サティスＭＧアーモンド 
MFX743□ 

サティスＭＧブラウン 
MFX745□ 

ゼスティＣＧブラック 
MFX2321□ 

ゼスティＣＧネイビー 
MFX2323□ 

ゼスティＣＧチャコール 
MFX2322□ 

■シンプルライン 

レモードＭＧホワイト 
MFX231□ 

レモードＭＧブルー 
MFX236□ 

レモードＭＧグレー 
MFX238□ 

■リエット 

テレノＭＧホワイト 
MFX751□ 

テレノＭＧオーカー 
MFX753□ 

テレノＭＧグレイン 
MFX754□ 

テレノＭＧチャコール 
MFX756□ 

■ステディストーン 

エミュＭＧホワイト 
MFX691□ 

エミュＭＧクリーム 
MFX692□ 

エミュＭＧベージュ 
MFX693□ 

エミュＭＧブラウン 
MFX698□ 

エミュＭＧブラック 
MFX699□ 

エミュＭＧシェンナ 
MFX696□ 

エミュＭＧチャコール 
MFX6910□ 

 ヨコ張り専用 

ハウッドＭＧクリーム 
MFX222□ 

■ルベリアストーン調 

ハウッドＭＧホワイト 
MFX225□ 

ハウッドＭＧブラック 
MFX228□ 

リスタＭＧバニラ 
MFX463□ 

リスタＭＧミルク 
MFX464□ 

リスタＭＧアーモンド 
MFX465□ 

■ネビアストーン調 

リスタＭＧココア 
MFX478□ 

リスタＭＧミルク 
MFX474□ 

リスタＭＧアーモンド 
MFX475□ 

■コロリータイル調 

プレールＭＧレッド 
MFX477□ 

プレールＭＧイエロー 
MFX476□ 

シルフＭＧホワイト 
MFX701□ 

■リーブルスクエア 

シルフＭＧオフホワイト 
MFX702□ 

シルフＭＧグレー 
MFX703□ 

シルフＭＧグラファイト 
MFX707□ 

モリスCＧブラック 
MFX7031□ 

リスタＭＧスモーク 
MFX483□ 

リスタＭＧベージュ 
MFX481□ 

リスタＭＧココア 
MFX482□ 

リスタＭＧホワイト 
MFX484□ 

リスタＭＧグレー 
MFX485□ 

■フォストライン 

リスタＭＧバーチメント 
MFX488□ 

リスタＭＧピュアホワイト 
MFX487□ 

リスタＭＧビターブラウン 
MFX4811□ 

リスタＭＧブラック 
MFX4812□ 

現行品の在庫がなくなり次第リニューアル品（赤文字）を販売します。 

現行品とリニューアル品（赤文字）との混ぜ張りはできませんのでご注意下さい。 



　　

■マトリカ 

オルアＭＧホワイト 
MFX791□ 

オルアＭＧアイボリー 
MFX792□ 

オルアＭＧグレー 
MFX793□ 

オルアＭＧブラウン 
MFX794□ 

オルアＭＧチャコール 
MFX796□ 

■ニューピッコロストーン調 

バーゼＭＧホワイト 
MFX761□ 

バーゼＭＧプラチナ 
MFX762□ 

バーゼＭＧチャコール 
MFX767□ 

バーゼＭＧクリーム 
MFX764□ 

バーゼＭＧアンバー 
MFX765□ 

モデレートＭＧクールグレー 
MFX766□ 

■ブロネウォール 

エミネＭＧホワイトⅡ 
MFX721□ 
 
 

エミネＭＧフレンチクリーム 

MFX723□ 

エミネＭＧアイボリー 
MFX722□ 

エミネＭＧサンドベージュ 
MFX725□ 

エミネＭＧブラウン 
MFX724□ 

エミネＭＧイエロー 
MFX726□ 
 

エミネＭＧコアブラック 
MFX728□ 

■ルスコミュール 

バーゼＭＧホワイト 
MFX681□ 

バーゼＭＧプラチナ 
MFX682□ 

バーゼＭＧチャコール 
MFX689□ 

バーゼＭＧアイボリー 
MFX684□ 

バーゼＭＧクリーム 
MFX685□ 

モデレートＭＧグレー 
MFX686□ 

バーゼＭＧシェンナ 
MFX687□ 

バーゼＭＧブラウン 
MFX6810□ 

※印刷物のため、実際の色柄と異なる場合がございます。現物サンプル等でお確かめ下さい。 

■スタッコウォール調（1.5尺） 

スノーＭＧホワイト 
MFX144□ 

ムーンＭＧベージュ 
MFX145□ 

ペールＭＧブラウン 
MFX146□ 

セジュールＭＧクリーム 
MFX148□ 

クリーンガードとは、シリコンアクリル系保護膜 

（クリアー層）にセルフクリーニング機能（防汚効果）を 

もたせたものです。     
注)マイクロガードとは異なります。 

■フリディア 

ディアＭＧホワイト 
MFX711□ 

ディアＭＧオフホワイト 
MFX712□ 

ディアＭＧベージュ 
MFX713□ 

ディアＭＧグレー 
MFX714□ 

ルクルムCGブラック 
MFX7131□ 

パティナＭＧホワイト 
MFX386□  

チッパーＭＧブラウン 
MFX387□ 

ナチュラルＭＧブラウン 

MFX388□  

■リプラルライン 

■ソフィアウォール調 

ムーンＭＧベージュ 
MFX352□ 

ミストＭＧホワイト 
MFX3510□ 

アリアＭＧホワイト 
MFX3511□ 

グロリアCＧチャコール 
MFX3532□ 

スノーＭＧホワイト 
MFX3513□ 

セジュールＭＧクリーム 
MFX3516□ 

■シャトーウォール調 

ムーンＭＧベージュ 
MFX1220□ 

ペールＭＧブラウン 
MFX1221□ 

シェールＭＧイエロー 
MFX1225□ 

シェールＭＧサンセット 
MFX1226□ 

スノーＭＧホワイトⅣ 
MFX1227□ 

お取り寄せ商品 

このマークのある商品はお取り寄せ商品となります。 

通常より２～５日お届け日数をいただきます。 
お取り寄せ商品 現行品の在庫がなくなり次第リニューアル品（赤文字）を販売します。 

現行品とリニューアル品（赤文字）との混ぜ張りはできませんのでご注意下さ

マイクロガードは、付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面

に 

薄い水分子幕を造り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。 

 

キレイが続く 
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