
担当者

確認者

ＮＯ 数量 単位 単価 金額

1 1.0 式 382,060

2 1.0 式 82,580

4 1.0 式 94,560

5 1.0 式 376,046

6 1.0 式 86,000

7 1.0 式 120,000

※

※

2,290,806

▲ 90,806

¥2,200,000

御 見 積 書
登　録　商　標

あんしん 防水
〇　〇 様

現場名 2019年3月25日

龍
現場住所 セイワ株式会社

本 橋
各種保証 下記備考欄記載の通り ※消費税は含まれておりません

ＴＥＬ　  042－369－5333

ＦＡＸ  　042－369－5347

工　期 御相談 税別金額 ¥2,200,000 -
東京都知事許可（般-23）第115040号

【塗膜保証】壁面：5年間

東京都府中市小柳町２－１９－１

名称 仕様 備考

足場架設工事 別紙内訳明細書の通り

1.0別紙内訳明細書の通り洗浄・塗装工事

下地補修工事 別紙内訳明細書の通り

　 　　　  　鉄部：2年間
1,149,560式

【防水保証】5年間

　竪樋ステンレスバンド交換は別途＠2500×31個所＝77,500円です。

合　計

その他本御見積書に項目がない工事は含まれておりません

※

小計

値引き

3

・シャッター本体・建物基礎部・アルミ製建具の塗装工事、1階廊下防水工事、

　本工事に下地補修工事、シーリング工事、南側ベランダ・玄関扉ダイノックシート面

　電気・水道のご提供をお願い申し上げます。

諸経費 別紙内訳明細書の通り

屋上シーリング工事 別紙内訳明細書の通り

廊下・階段防水工事 別紙内訳明細書の通り

安全対策費 別紙内訳明細書の通り



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

1 足場架設工事

外部足場架けし工事 426.0 ㎡ 810 345,060

昇降階段 1.0 箇所 24,000

出入口落下養生 1.0 式 13,000

¥382,060小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

2 下地補修工事

外壁調査 目視及び打診調査・マーキング 375.8 ㎡ 100 37,580 ※　調査面積：375.8㎡

塗膜脆弱部補修 脆弱部ケレン除去・カチオン肌合わせ 1.0 式 45,000 ※　１人工＋材料

¥82,580小                       計

※下地調査後、上記以外の下地補修が必要になる場合は、現地ご説明の上、実
数清算とさせて頂きます。



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

3 洗浄・塗装工事

１） 洗浄工事

外壁塗装面 高圧水洗浄 311.2 ㎡ 200 62,240

建物基礎 高圧水洗浄 30.0 ㎡ 200 6,000

2） 塗装工事

外壁 微弾性フィラー・水性シリコン2回塗り 311.2 ㎡ 2000 622,400 ※　塗り分け有り（２色まで）

軒天 水性反応型エマルション２回塗り 64.6 ㎡ 1600 103,360

玄関扉枠（閉め見切り） ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り 34.8 ｍ 1000 34,800 ※　2000×900

給湯器室扉（閉め見切り） ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り 4.0 箇所 8000 32,000 ※　2200×1200

PS扉（大手まで） ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り 4.0 箇所 5000 20,000 ※　1700×600

シャッターBOX ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り 9.0 箇所 6000 54,000 ※　糸巾400　Ｌ＝3400

隔て板枠（両面） ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り 23.2 ｍ 1000 23,200

隔て板（両面） 非水エマルション２回塗り 4.0 箇所 6000 24,000 ※　2000×900

換気フード（表面のみ） ケレン・エポ錆・1液ウレタン2回塗り 6.0 箇所 2000 12,000 ※　300×300

樋 ケレン・1液ウレタン2回塗り 53.2 ｍ 800 42,560

下地補修部パターン調整 微弾性フィラー（砂骨ローラー仕上げ） 1.0 式 20,000

各所養生費 1.0 式 93,000

¥1,149,560小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

4 屋上シーリング工事

笠木ジョイント部処理 新規打ち　変成シリコン系　15×10　 104.0 箇所 600 62,400 ※　Ｗ＝240

棟取り合い部処理 新規打ち　変成シリコン系　15×10 67.0 ｍ 480 32,160

¥94,560小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

5 廊下・階段防水工事

１） 2階廊下 既存：モルタル下地

下地処理 ケレン・清掃 23.0 ㎡ 150 3,450

下地調整 速乾型カチオン系樹脂モルタル塗布 23.0 ㎡ 1150 26,450 ※　水勾配調整は含まれておりません。

側溝・巾木　新規ウレタン塗膜防水 密着工法（プライマー・1層・トップ） 18.8 ｍ 900 16,920

シート端部　新規ウレタン塗膜防水 密着工法（プライマー・1層・トップ） 40.2 ｍ 900 36,180

床　新規防滑性シート貼り タキストロンＱＡ 23.0 ㎡ 2550 58,650

端末処理 タキシール 40.2 ｍ 420 16,884

ドレン処理 ストレーナー脱着・補強・タールエポ塗装 1.0 箇所 1500 1,500

２） 階段 既存：モルタル下地

下地処理 ケレン・清掃 18.4 ㎡ 150 2,760

下地調整 速乾型カチオン系樹脂モルタル塗布 18.4 ㎡ 1150 21,160 ※　水勾配調整は含まれておりません。

段鼻ノンスリップ金物処理 目粗し・カチオン平滑処理 17.0 段 700 11,900

側溝・巾木　新規ウレタン塗膜防水 密着工法（プライマー・1層・トップ） 16.2 ｍ 900 14,580

シート端部　新規ウレタン塗膜防水 密着工法（プライマー・1層・トップ） 36.6 ｍ 900 32,940

階段　新規防滑性シート貼り タキステップ5Ｗ　1200巾 17.0 段 6900 117,300

端末処理 タキシール 36.6 ｍ 420 15,372

¥376,046小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

6 安全対策費

道路使用・占用許可申請費 警察署・市役所（図面作成共） 1.0 式 20,000

交通誘導員費 足場架設時：１名×２日　解体時：１名×1日 3.0 人工 22000 66,000

¥86,000小                       計


