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外装コーディネート例

北欧スタイル

正面を向いた大きな切妻屋根

深い軒の出

木調装飾部材

大きな上げ下げ窓や片開き窓

板張りの壁（暖色のペイント）

ウッドデッキや木製バルコニー

付柱や幕板で装飾

ScandinavianStyle

日照条件の厳しい北欧に適した、急勾配の大きな切妻屋根、
広い開口部が特長のナチュラルな住宅スタイルです。
木や石などの自然素材をモチーフにした外壁を選び、上部に濃
色を使います。
1階に淡い色調の石柄、2階に茶系の木目柄やライン柄を用い
ると、北欧らしくなります。

Case A
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Case B Case C

ED763

ヴィンテージウッド
スキムドチャコール

EF821

リトミコ
アクアグリーン

リズミカルな柄を合わせ
北欧モダンに。

Case Aのコーディネート

EY104274

マイスターウッド調
ナチュラルブラウン

EF621・ED621

ムスターストーン調
ムスター（MG）シェルホワイト

落ち着いた色合いで、甘さ控えめな
北欧スタイルに。

Case Bのコーディネート

EY104242

マイスターウッド調
ステインベージュ

EF571

ミラベルストーン調
ミラベルMGクリアホワイト

シックな色合いがスマートで
落ち着いた感じに。

Case Cのコーディネート

ED321

ログウッド調
ノルマンアッシュ

EFX324・EDX324

シェードブリック調
コット（MG）ホワイト

自然な風合いのログウッド調を
選び、やさしい雰囲気に。

EDX199

ニューライン8
ウイニーチャコール

AT1130

レイストーン調AG
クウォーツイエロー

35㎜厚のレイストーン調とライン柄
を合わせて、少し個性的な北欧スタ
イルに。

EF841

オルネージュ
ウォルナット

EF851

アルモニ
ミスト

どちらも存在感があり、重厚でモダ
ンさも漂う外観に仕上がります。

MDX239/WDX283

シンプルライン
レモードチャコール

MFX481・MDX481/WFX411・WDX411

フォストライン
リスタ（MG）ベージュ

ホワイトのモールと組み合わせて、
コントラストの効いた外観に。

地域限定

地域限定

MDX3721 WDX802

木目調
レジェココア

WFX462・WDX462

マルシェウォール調
ムーン（MG）ベージュⅡ

サッシをブラック、モールをホワイ
トにして、都会的でモダンなテイス
トに。

地域限定



外装コーディネート例

アーリーアメリカン
スタイル

エントランスの柱

上げ下げ窓や出窓
明るい色調で塗装したよろい板張り

切妻屋根

装飾よろい戸
妻飾り

フラワーボックス・化粧部材

ドーマー（屋根窓）

Early AmericanStyle

17～18世紀のアメリカ東海岸を彷彿させる住宅スタイルです。
明るい色調の板柄を全面に使ったり一部レンガ柄を用いたり、
全面レンガ柄にしたりしますが、
共通しているのは白く塗装された破風やポーチ柱、妻飾り、
窓の左右の飾り戸などです。
家全体を明るく引き立てます。
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Case A
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Case B Case C

EDX191

ニューライン8
ウイニーホワイト

EF495・ED495

ビローネブリック調
ビローネローズグレイ（N）

クール系で仕上げ、やや個性的な
外観に。

Case Aのコーディネート

SDX151

クレアライン
プリルホワイト

EF882・ED882

アウラストーン調
（MG）火影（ほかげ）

絵本の中から飛び出したような
かわいらしい色づかいです。

Case Cのコーディネート

ED761

ヴィンテージウッド
スキムドホワイト

EF293

ソフィエルストーン調

落ち着いた色合いで、周辺の建物と
馴染みやすい組み合わせに。

Case Bのコーディネート

ED761

ヴィンテージウッド
スキムドホワイト

ED711

コペルストーン調
ライラックホワイト

ホワイト系でまとめ、爽やかさを演出。
玄関ドアや装飾部材でアクセントを
添えます。

SDX1110

よろい4段木目調
キアロイエロー

EFX323・EDX323

シェードブリック調
コット（MG）ブラウン

明るく元気な雰囲気に。サッシは
ホワイトでかわいらしく。

MFX231・MDX231/WDX281

シンプルライン
レモード（MG）ホワイト

MFX532・MDX532/WDX432

スピアージュストーン調
ラメラ（MG）アイボリー

パステル系で控えめな配色。周辺の
景観に馴染みやすく、さりげなくア
メリカンを演出。

地域限定

地域限定

MDX372

木目調
グレースローズJ

MDX162

ロワブリック調
フラングレージュ

ロワブリック調をアクセントでプラ
ス。ローズ系で個性を演出。

地域限定

地域限定

MDX3720 WDX801

木目調
レジェホワイト

WDX672

ブリティッシュブリック調
キールココア

サッシをホワイト、モールをブラウ
ンにして、全体的に落ち着いたアメ
リカンに。

地域限定



幕板・付柱（ハーフティンバー）
グレー又はブラウンのスレート瓦

ドーマー（屋根窓）が付く場合も

煙　突

上げ下げ窓や出窓

白い塗り壁とレンガ・タイル・石柄との組み合わせ

フラワーボックス
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外装コーディネート例

ブリティッシュスタイル
BritishStyle

イギリスの歴史と伝統を感じさせる重厚で格調高い
住宅スタイルです。
味わい深い色合いのレンガ柄に、
明るい塗り壁柄を組み合わせます。
色のメリハリにより、エレガントにもクラシックにも仕上がります。
屋根形状を急勾配にし、ハーフティンバーを縦、横、斜めに飾
るデザインはチューダー様式とも呼ばれ、ブリティッシュスタイル
の大きな特徴であるとされています。

Case A
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Case B Case C

EF241G・ED241G

ニューストランド調
カロス（MG）バニラG

EF493・ED493

ビローネブリック調
ビローネブラウン（N）

落ち着いた色合いで、年代を感じる
味わい深い仕上がりに。

Case Aのコーディネート

EFX384・EDX384

フィーノ調
フロスト（MG）ベージュ

EFX392・EDX392

ミラージュタイル
エアル（MG）ブラウン

石柄と塗り壁調の組み合わせ。
フラワーボックスをつけると、
かわいらしさを演出できます。

Case Bのコーディネート

SDX131

ラフィナウォール調
プリルホワイト

EF583

グラナダストーン調
グラナダMGグレー

重厚感のあるグラナダストーン調と
組み合わせ、上質で風格のあるイメ
ージに。

Case Cのコーディネート

EFX385・EDX385

フィーノ調
フロスト（MG）ローズ

EFX333・EDX333

コルモストーン調
フォンド（MG）ブラウン

どっしりと佇む外観に。ブラウンと
ローズの組み合わせでやや個性的に
仕上がります。

SDX163

メレットストーン調
プリルアッシュ

HD101

トラッドブリック
レッド

ブラウンのサッシや付柱で洋館の
風格を漂わせます。

EFX372・EDX372

ナチュラルライン
テンダー（MG）アイボリー

EDX162

スプリットストーン調
アプラレッド

他と比べると、軽やかで明るい配色。
穏やかで気品のある仕上がりに。

MDX124/WDX2011

シャトーウォール調
セジュールアッシュJ/Ⅱ

WDX673

ブリティッシュブリック調
キールレッド

赤みを帯びたブリティッシュブリッ
ク調とシャトーウォール調と合わ
せ、華やかなイメージに。

地域限定

MDX135/WDX221

ストランドウォール調
ムーンベージュJ/Ⅱ

MFX482・MDX482/WFX412・WDX412

フォストライン
リスタ（MG）ココア

サッシ、幕板・付柱をブラックにし
て組み合わせることで、力強いイメ
ージに。

地域限定

地域限定
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コンテンポラリー
スタイル
ContemporaryStyle

どのような街並みにも馴染みやすく、
様式にとらわれないオーソドックスな住宅スタイルです。
外壁は好みのイメージに合わせて、石柄やレンガ柄、
タイル柄などをコーディネートします。
色あいは、ブラウンやベージュ、グレーなど鮮やかすぎない、
シックで落ち着いたものがおすすめです。

Case A
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Case B Case C

EF823

リトミコ
アクアピーチ

EF816

エトフ
アランチャ

ポップな色柄が穏やかな外観を
明るく引き立てます。

Case Aのコーディネート

ED732 ED324

ロディアストーン調
ライラックベージュ

ログウッド調
ノルマンアンティーク

EF3810・ED3810

フィーノ調
ラフラ（MG）クリーム

木目調をアクセントで用いて
明るくカジュアルな外観に。

Case Bのコーディネート

EF503・ED503 ED763

フリックスストーン調
フリックスピーチ（N）

ヴィンテージウッド
スキムドチャコール

EFX293

ヴェレウォール調
シュアMGアイボリー

ウォーム系に揃えることで、
落ち着きの中にも柔らかさが感じら
れます。

Case Cのコーディネート

EFX372・EDX372

ナチュラルライン
テンダー（MG）アイボリー

EF871・ED871

スティーレタイル調
グラーヴェ（MG）ベージュ

味わい深いスティーレタイル調との
組み合わせ。落ち着いた風貌で、
閑静な住宅街におすすめです。

EF537・ED537

しぶき
ラフラ（MG）アッシュ

EF831

アドルノ
ビスクベージュ

清潔感漂うシンプルなイメージに。
玄関ドアに木目調をセレクトする
と、相性抜群です。

SDX133

ラフィナウォール調
プリルアッシュ

SDX165

メレットストーン調
プリルショコラ

ベースにラフィネウォール調を使っ
て、アクセントにメレットストーン調を。
すっきりとした印象に仕上がります。

MDX124/WDX2011

シャトーウォール調
セジュールアッシュJ/Ⅱ

MDX611 WDX481

ブリック調RM
トライクリーム

レンガ調RM

ほんのり色づいたレンガ柄がかわい
らしい印象に。どちらをベースにし
ても相性のいい組み合わせ。

地域限定

地域限定

WDX562

ハッシュウォール調
ムーンベージュⅡ

MDX152/WDX362

アリュールストーン調
エビータベージュⅡ

深みのあるアリュールストーン調にあっさりした
ハッシュウォール調との組み合わせ。全体の
バランスを取りながら、張り分けを考えましょう。

地域限定

※受注生産品

※受注生産品




