
登録商標

担当者

確認者

ＮＯ 数量 単位 単価 金額

1 1.0 式 307,830

2 1.0 式 131,184

4 1.0 式 115,161

5 1.0 式 35,000

6 1.0 式 65,000

7 1.0 式 80,000

※

▲ 74,175

¥1,420,000

【防水保証】５年間

本 橋

今 川

ＦＡＸ  　042－369－5347

東京都府中市小柳町２－１９－１

備考

【防水保証】５年間

【塗膜保証】外壁・屋根：５年間

２・３階ベランダ及び玄関庇　防水工事 詳細は別紙内訳明細書の通り

仕様

足場架設工事

シーリング工事

洗浄・塗装工事

詳細は別紙内訳明細書の通り

詳細は別紙内訳明細書の通り

ＴＥＬ　  042－369－5333

２階和室西面サッシ　漏水補修工事

詳細は別紙内訳明細書の通り

発生材処分費・巡回現場管理費

※消費税は含まれておりません。

―

詳細は別紙内訳明細書の通り

現場住所

保証年数

現場名

足場架設・解体工事に伴う安全対策費

諸経費

合計金額下記備考欄記載の通り

御 見 積 書

名称

様

¥1,420,000

2019年3月25日

セイワ株式会社

　　　　　　鉄部：２年間　　

あんしん 防水

東京都知事許可　 第115040号

合　計

　

値引き

3

　本工事に、アルミ製建具（サッシ・戸袋・雨戸・面格子等）・室外機配線カバーの

塗装工事、玄関廻り外壁タイル及び玄関前床タイルの補修は含まれておりません。
※

　電気・水道のご提供をお願い申上げます。

760,000式1.0詳細は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 くさび型  ブラケット足場 265.0 ㎡ 930 246,450

急勾配屋根施工用  屋根足場 66.0 ㎡ 930 61,380

¥307,830小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

2 シーリング工事

外壁サイディングボード板間目地 撤去・打替　ポリウレタン系　10×10 60.0 ｍ 680 40,800

サッシ枠廻り目地 撤去・打替　ポリウレタン系　10×10 63.8 ｍ 680 43,384

面格子処理 一時取外し・復旧 1.0 式 31,000 ※　参考数量：5箇所

雑取合い部シーリング 1.0 式 16,000

¥131,184小                       計



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

外壁他塗装面 高圧水洗浄 247.0 ㎡ 200 49,400

２） 塗装工事

外壁塗装面 カチオンシーラー・水性シリコン２回塗り 181.0 ㎡ 1800 325,800 ※　吹き付けタイル面は微弾性フィラー使用

コロニアル屋根 プライマー・屋根用溶剤シリコン２回塗り 66.0 ㎡ 2500 165,000 ※　タスペーサー取付共

天井フレキ 水性反応型エマルション２回塗り 15.0 ㎡ 1500 22,500

樋・配管パイプ ケレン、１液ウレタン２回塗り 56.0 ｍ 800 44,800

破風 ケレン・プライマー・１液ウレタン２回塗り 31.0 ｍ 1500 46,500

水切り ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 24.0 ｍ 1500 36,000

フード ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 1.0 箇所 3000 3,000

小庇 ケレン・エポ錆・１液ウレタン２回塗り 1.0 箇所 5000 5,000

各所養生費 1.0 式 62,000

¥760,000小                       計



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

4 ２・３階ベランダ及び玄関庇　防水工事

１） ２・３階ベランダ ※　既存：FRP防水

下地処理 目荒し・溶剤清掃 6.5 ㎡ 300 1,950

平場　新規塗膜防水 ウレタン密着工法（プライマー・１層・トップ） ※　参考数量：3.7㎡

立上　新規塗膜防水 ウレタン密着工法（プライマー・１層・トップ） ※　参考数量：2.8㎡

室外機処理 馬上げ・復旧 1.0 式 8,000

２） 玄関庇 ※　既存：吹き付けタイル面

下地処理 ケレン・清掃 0.7 ㎡ 150 105

下地調整 カチオン系樹脂モルタル塗布 0.7 ㎡ 680 476

入隅処理 ポリウレタン系　10×10／2 1.8 ｍ 350 630

庇 ウレタン密着工法（プライマー・１層・トップ） 1.0 式 31,000 ※　１箇所

¥115,161小                       計

1.0 式 73,000



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

5 ２階和室西面サッシ　漏水補修工事

サッシ枠・戸袋枠ジョイント部 新規打ち　アクリルウレタン系 1.0 式 3,000 ※　オーバーブリッジ仕上げ併用

散水試験 上記補修完了後に実施　 1.0 式 ― ※　外壁高圧水洗浄に含む

¥35,000

※　1000×2400

小                       計

32,000式1.0
サッシ枠・戸袋枠
新規保護透明塗膜防水

㈱セブンケミカル  セブンＳ-Ｔ工法
（シリコン系アクリル樹脂透明塗膜）



内訳明細書

ＮＯ 名称 仕様 数量 単位 単価 金額 備考

6 足場架設・解体工事に伴う安全対策費

安全誘導員 仮設足場時 2.0 人工 ― ― ※　弊社社員にて対応致します。

諸官庁申請費 道路使用・道路占用 1.0 式 50,000

電線防護管 防護管リース費 1.0 式 15,000

¥65,000小                       計


