
担当者

確認者

ＮＯ 数量 単位 単価 金額

1 1.0 式 1,168,600

2 1.0 式 500,190

3 1.0 式 513,469

6 1.0 式 222,095

7 1.0 式 64,164

8 1.0 式 148,000

9 1.0 式 161,000

11 1.0 式 360,000

※

※

※

5,734,778

▲ 364,408

8.0 ％ 429,630

¥5,800,000

消費税

合　計

4
【塗膜保証】外壁：5年間

値引き

（メンテナンスフリー）
1,683,720式1.0別紙内訳明細書の通りR階屋上防水工事5

【防水保証】１０年間

3・2階ベランダ防水工事 別紙内訳明細書の通り

付帯設備工事 別紙内訳明細書の通り

エントランス屋上 別紙内訳明細書の通り

小計

安全対策費 別紙内訳明細書の通り

諸経費 発生材処分費・現場管理費

※

　足場架設・解体時に１階駐車場のお車をご移動頂けます様、お願い申し上げます。

　下地補修数量に大幅な増減が発生した場合は、実数清算とさせて頂きます。

　本工事に外壁打放し部・店舗シャッター・アルミ製建具の塗装工事、廊下・階段

　防水工事、エントランス床タイル貼替え、外壁性薬品洗浄）は含まれておりません。

913,540

下地補修工事 別紙内訳明細書の通り

シーリング工事 別紙内訳明細書の通り 【防水保証】5年間

外壁洗浄・塗装工事 別紙内訳明細書の通り 1.0 式
　　　　　　鉄部：2年間

　電気・水道・駐車スペースのご提供をお願い申し上げます。

【防水保証】５年間

名称 仕様 備考

足場架設工事 別紙内訳明細書の通り

本　橋
※消費税含む

ＴＥＬ　  042－369－5333

ＦＡＸ  　042－369－5347

防水保証 下記備考欄に記載の通り 税込金額 ¥5,800,000 - 東京都知事許可（般-23）第115040号

東京都府中市小柳町２－１９－１

現場名 2019年3月25日

野　口
現場住所 セイワ株式会社

御 見 積 書
登　録　商　標

あんしん 防水
様



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 ブラケット足場 820.0 ㎡ 820 672,400

メッシュシート 820.0 ㎡ 170 139,400

昇降設備 1.0 式 15,000

壁繋ぎ施工費 820.0 ㎡ 120 98,400

内部階段 1.0 式 22,000

コンパネ養生 店舗部・出入り口 1.0 式 22,000

運搬費・小運搬費 架設・解体費 820.0 ㎡ 170 139,400

朝顔 12.0 ｍ 5000 60,000

¥1,168,600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

1） 外壁調査 打診・マーキング・調査図面作成

2） タイル面

外壁部（45三丁）　ひび割れ・欠損補修 撤去・新規タイル貼り（近似タイル使用） 344.0 枚 450 154,800 ※　推定損傷率：0.5％

エントランス（小口）　ひび割れ・欠損補修 撤去・新規タイル貼り（近似タイル使用） 6.0 枚 450 2,700 ※　推定損傷率：0.1％

1階店舗入り口部（二丁掛）　ひび割れ・欠損補修 撤去・新規タイル貼り（近似タイル使用） 11.0 枚 730 8,030 ※　推定損傷率：3.0％

浮き補修 エポキシ樹脂注入ピンニング工法　25穴／㎡ 693.0 穴 220 152,460 ※　推定損傷率：5.0％

目地補修 目地材充填・スポンジ拭取り 1.0 式 61,200 ※　2人工程度

足場解体時 タイル壁繋ぎ部補修 撤去・新規タイル貼り（近似タイル使用） 1.0 式 61,200 ※　2人工程度

３） 塗装面 ※　129.4㎡

クラック補修  0.3mm未満 カチオンフィラーすり込み 19.4 ｍ 300 5,820 ※　推定損傷率：15.0％

クラック補修  0.3mm以上 Ｕカットシーリング・カチオン肌合わせ共 12.9 ｍ 1200 15,480 ※　推定損傷率：10.0％

浮き補修 エポキシ樹脂注入ピンニング工法　16穴／㎡ 103.5 穴 220 22,770 ※　推定損傷率：5.0％

欠損・爆裂補修 斫り・防錆プライマー・軽量エポキシ樹脂モルタル 11.0 箇所 1000 11,000 ※　推定損傷率：7.0％

塗膜脆弱部補修　100×100未満 脆弱塗膜撤去・カチオン肌合せ 11.0 箇所 430 4,730 ※　推定損傷率：7.0％

¥500,190小                       計

45三丁掛けタイル/509.5㎡　小口タイル/39.5㎡　二丁掛タイル/5.6㎡

※下地補修数量に大幅な増減が発生した場合は、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 シーリング工事

タイル・塗装面建物目地 撤去・打替え　変成シリコン系　20×10 156.9 ｍ 730 114,537

軒天部目地 撤去・打替え　変成シリコン系　25×10 14.2 ｍ 1030 14,626

エントランス扉目地 撤去・打替え　変成シリコン系　20×10 10.4 ｍ 730 7,592

PS扉廻り 撤去・打替え　変成シリコン系　15×10 37.4 ｍ 700 26,180

玄関廻り 撤去・打替え　変成シリコン系　15×10 38.6 ｍ 700 27,020

サッシ廻り 撤去・打替え　変成シリコン系　15×10 205.1 ｍ 700 143,570

同上部サラ上目地 撤去・打替え　変成シリコン系　10×10 61.2 ｍ 660 40,392

サッシ方立目地 撤去・打替え　変成シリコン系　10×10 8.0 ｍ 660 5,280

ベランダサッシ廻り 撤去・打替え　変成シリコン系　15×10 91.2 ｍ 700 63,840

同上部サラ上目地 撤去・打替え　変成シリコン系　15×10 21.6 ｍ 700 15,120

郵便ポスト廻り 撤去・打替え　変成シリコン系　15×10 3.0 ｍ 700 2,100

店舗シャッター廻り 撤去・打替え　変成シリコン系　25×10 10.4 ｍ 1030 10,712

ガラリ廻り 撤去・打替え　変成シリコン系　10×10 15.0 箇所 500 7,500

雑取り合い部 フード廻り他 1.0 式 35,000 1人工程度

¥513,469小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

4 外壁洗浄・塗装工事

1) 外壁洗浄工事

外壁タイル面 高圧水洗浄 554.6 ㎡ 200 110,920 ※　弱酸薬品洗浄ではありません

外壁塗装面 高圧水洗浄 122.9 ㎡ 200 24,580

2) 外壁塗装工事

外壁・腰壁 微弾性フィーラー・水性シリコン２回塗り 122.9 ㎡ 1800 221,220

樋 ケレン・１液ウレタン２回塗り 65.8 ｍ 900 59,220

PS扉 ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 11.5 ㎡ 3000 34,500 ※　表面のみ

玄関扉枠 ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 38.6 ｍ 1200 46,320 ※　閉め見切り　大手まで

蛍光灯カバー ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 7.0 箇所 1500 10,500

軒天 水性反応型エマルション２回塗り 151.8 ㎡ 1600 242,880

店舗側天井ボード 水性反応型エマルション２回塗り 13.2 ㎡ 1600 21,120

分電盤 ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 3.0 箇所 5000 15,000 ※　5.2㎡

打ち放し部ＳＤ扉 ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 3.6 ㎡ 3000 10,800

パーテーション 非水エマルション２回塗り 2.0 箇所 5000 10,000

室外機吊り金物 ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 8.0 箇所 3000 24,000

屋上ハッチ ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 1.0 箇所 6000 6,000 ※　両面

店舗シャッター枠 ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 20.4 ｍ 1200 24,480

パターン調整・各所養生費 1.0 式 52,000

¥913,540小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

5 R階屋上防水工事 既存：ゴムシート防水

立上り・笠木　既存ゴムシート 撤去（アングルのみ） 70.6 ｍ 500 35,300

同上撤去部　下地調整 仮防水機能付き水性エポキシ樹脂モルタル ‐ ‐ ‐ ‐ ※なし

アンテナ架台廻り立上り　下地調整 仮防水機能付き水性エポキシ樹脂モルタル 25.4 ㎡ 1350 34,290

下地処理 ケレン・清掃 283.0 ㎡ 150 42,450

仮防水処理 シーリング捨打ち・エポキシ樹脂併用 247.0 ㎡ 330 81,510

入隅処理 塩ビ被覆鋼板取付　平型５０ 70.6 ｍ 1160 81,896

ドレン廻り　出・入隅処理 塩ビ被覆鋼板取付　平型５０　２列 2.4 ｍ 1160 2,784

平場　新規シート防水 塩ビシート防水機械固定絶縁工法　1.5㎜ 247.0 ㎡ 4000 988,000

立上り　新規シート防水 塩ビシート防水接着工法　1.5㎜ 25.4 ㎡ 3000 76,200

笠木天端　新規シート防水 塩ビシート防水接着工法　1.5㎜ 10.6 ㎡ 3000 31,800

アンテナ架台廻り　新規塗膜防水 高強度ウレタン塗膜防水密着複合工法　フッ素仕様 1.0 式 36,000 ※　1.7㎡

端末処理 ブチルゴムテーピング 77.0 ｍ 500 38,500

端末処理 L型アルミアングル取付・シーリング共 70.6 ｍ 1650 116,490 ※　ビス頭シール含む

脱気筒設置 塩ビ用SUS製脱気筒取付・溶着補強 5.0 箇所 10500 52,500

ドレン処理 塩ビ製改修用二重ドレン取付・溶着補強 6.0 箇所 11000 66,000 ※　縦型100φ４箇所横型100φ2箇所

¥1,683,720小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

6 3・2階ベランダ防水工事 ※　既存：モルタル

下地処理 ケレン・清掃 55.1 ㎡ 150 8,265

入隅シーリング ポリウレタン系　10×10/2 ‐ ‐ ‐ ‐ ※なし

平場　新規ウレタン防水 密着工法（プライマー・１層・トップ） 42.4 ㎡ 3300 139,920

立上り　新規ウレタン防水 密着工法（プライマー・１層・トップ） 12.7 ㎡ 3300 41,910

ドレン処理 ストレーナー脱着・補強・タールエポ塗装 8.0 箇所 1500 12,000

室外機処理 馬上げ・復旧 10.0 箇所 2000 20,000

¥222,095小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

7 エントランス屋上 ※　既存：モルタル

下地処理 ケレン・清掃 13.8 ㎡ 150 2,070

下地調整 カチオン系樹脂モルタルコテ塗り 13.8 ㎡ 680 9,384

入隅シーリング ポリウレタン系　10×10/2 16.2 ｍ 350 5,670

平場　新規ウレタン防水 密着工法（プライマー・１層・トップ） 7.3 ㎡ 3300 24,090

立上り　新規ウレタン防水 密着工法（プライマー・１層・トップ） 6.5 ㎡ 3300 21,450

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

¥64,164小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

8 付帯設備工事

屋上パラボラアンテナ処理 一時移動・復旧 1.0 式 50,000

１階駐輪場屋根　貼り替え 既存屋根材撤去・新規ポリカーボネート屋根貼り 1.0 式 98,000

¥148,000小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

9 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・提出共） 1.0 式 25,000

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

高圧線防護措置 防護管リース費及び搬入費 1.0 式 70,000

¥161,000小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

10

小                       計


