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テスト山名　様邸
外装リフォーム工事

とちぎ店

株式会社ウチックス

プラン一覧表（未確定） 見積番号

2022年10月08日 作成

253374-893837-002

〒329-4406　栃木県栃木市大平町下皆川2015-3

Tel.0282-28-7626　Fax.0282-28-7628

使用塗料 保証年数 工事金額 ローンシリコンプラン

消費税（10％）

工事金額(税抜) 1,080,000 円

108,000 円

工事金額(税込) 1,188,000 円

2.400 % 60 回

 月々：21,032 円

価格と性能のバランスに優れた現在最もベーシック
な塗料です。ただし、シロキサン結合の量により、
耐候性や耐汚染性能に差があります。

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰJY 15kg屋根

 5年( 5年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｼﾘｺﾝﾌﾚｯｸｽJY-淡彩色 14kg

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg外壁

 5年( 5年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰﾗｼﾞｶﾙｼﾘｺﾝGH 16kg

使用塗料 保証年数 工事金額 ローンハイクラスシリコンプラン

消費税（10％）

工事金額(税抜) 1,180,000 円

118,000 円

工事金額(税込) 1,298,000 円

2.400 % 84 回

 月々：16,802 円

シロキサン結合のコントロールにより、塗膜の緻密
化と親水化を向上させた塗料です。その結果、耐候
性・耐汚染性で、フッ素塗料同等もしくはそれ以上
の性能を発揮するものもあります。

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg屋根

 7年( 7年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓSi 15kg

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg外壁

 7年( 7年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾘｺﾝREVO2000-IR 15kg

使用塗料 保証年数 工事金額 ローン遮熱低汚染シリコンプラン

消費税（10％）

工事金額(税抜) 1,280,000 円

128,000 円

工事金額(税込) 1,408,000 円

2.500 % 120 回

 月々：13,273 円

特殊シリコン樹脂に無機成分を配合することによ
り、超低汚染性・高耐候性を発揮する塗料。さらに
紫外線劣化を抑制する光安定剤を配合することで、
従来のフッ素塗料同等以上の耐候性を発揮する最高
峰のシリコン塗料です。

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg屋根

 7年( 7年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓSi 15kg

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗ 15kg外壁

 8年( 8年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  超低汚染ﾌﾟﾗﾁﾅﾘﾌｧｲﾝ2000Si-IR 16kg

使用塗料 保証年数 工事金額 ローン遮熱低汚染無機フッ素プラン

消費税（10％）

工事金額(税抜) 1,400,000 円

140,000 円

工事金額(税込) 1,540,000 円

2.400 % 120 回

 月々：14,448 円

フッ素樹脂に無機成分を配合し、また紫外線劣化を
抑制する光安定剤を配合することにより従来のフッ
素塗料以上の高耐候性を発揮する塗料。さらに業界
最高水準の「超低汚染性」を有し、美観を長期間保
つための機能を備えています。

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg屋根

10年(10年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓF 15kg

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg外壁

10年(10年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  超低汚染ﾌﾟﾗﾁﾅﾘﾌｧｲﾝ2000MF-IR 16kg

使用塗料 保証年数 工事金額 ローン無機プラン

消費税（10％）

工事金額(税抜) 1,480,000 円

148,000 円

工事金額(税込) 1,628,000 円

2.400 % 120 回

 月々：15,273 円

紫外線で劣化しないガラス質成分を多く含んだ塗料
であるため、耐候性能が断トツに高く、耐汚染性も
優れています。クリヤータイプは、お気に入りのサ
イディングを長期間楽しみたい方には最適な塗料で
す。

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  HBﾌﾟﾗｲﾏｰJY-IR 8kg屋根

10年(10年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｺｰﾄJY-IR 12kg

ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg外壁

10年(10年)ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｳｫｰﾙ 16kg

※保証年数の記載は、施工店保証（W保証）となります。



テスト山名　様邸
外装リフォーム工事

とちぎ店

株式会社ウチックス

使用塗料一覧表 見積番号

2022年10月08日 作成

253374-893837-002

〒329-4406　栃木県栃木市大平町下皆川2015-3

Tel.0282-28-7626　Fax.0282-28-7628

缶数 基準塗布量（最高－最低） 基準塗布量（最高－最低）

シリコンプラン

使用塗料屋根 工事塗布量工事面積 外壁 使用塗料 工事面積 缶数 工事塗布量

- 0.13kg/㎡0.20kg/㎡0.16kg/㎡1.9180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰJY 15kg 0.6 0.11kg/㎡ - 0.08kg/㎡0.15kg/㎡

- 0.25kg/㎡0.35kg/㎡0.29kg/㎡3.3180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰﾗｼﾞｶﾙｼﾘｺﾝGH 16kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｼﾘｺﾝﾌﾚｯｸｽJY-淡彩色 14kg 1.7 0.30kg/㎡ - 0.25kg/㎡0.35kg/㎡

缶数 基準塗布量（最高－最低） 基準塗布量（最高－最低）

ハイクラスシリコンプラン

使用塗料屋根 工事塗布量工事面積 外壁 使用塗料 工事面積 缶数 工事塗布量

- 0.13kg/㎡0.20kg/㎡0.16kg/㎡1.9180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg 1.1 0.21kg/㎡ - 0.15kg/㎡0.30kg/㎡

- 0.25kg/㎡0.35kg/㎡0.30kg/㎡3.6180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾘｺﾝREVO2000-IR 15kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓSi 15kg 1.6 0.30kg/㎡ - 0.25kg/㎡0.36kg/㎡

缶数 基準塗布量（最高－最低） 基準塗布量（最高－最低）

遮熱低汚染シリコンプラン

使用塗料屋根 工事塗布量工事面積 外壁 使用塗料 工事面積 缶数 工事塗布量

- 0.13kg/㎡0.20kg/㎡0.16kg/㎡1.9180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗ 15kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg 1.1 0.21kg/㎡ - 0.15kg/㎡0.30kg/㎡

- 0.30kg/㎡0.40kg/㎡0.35kg/㎡3.9180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  超低汚染ﾌﾟﾗﾁﾅﾘﾌｧｲﾝ2000Si-IR 16kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓSi 15kg 1.6 0.30kg/㎡ - 0.25kg/㎡0.36kg/㎡

缶数 基準塗布量（最高－最低） 基準塗布量（最高－最低）

遮熱低汚染無機フッ素プラン

使用塗料屋根 工事塗布量工事面積 外壁 使用塗料 工事面積 缶数 工事塗布量

- 0.13kg/㎡0.20kg/㎡0.16kg/㎡1.9180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg 1.1 0.21kg/㎡ - 0.15kg/㎡0.30kg/㎡

- 0.30kg/㎡0.40kg/㎡0.35kg/㎡3.9180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  超低汚染ﾌﾟﾗﾁﾅﾘﾌｧｲﾝ2000MF-IR 16kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓF 15kg 1.6 0.30kg/㎡ - 0.25kg/㎡0.36kg/㎡

缶数 基準塗布量（最高－最低） 基準塗布量（最高－最低）

無機プラン

使用塗料屋根 工事塗布量工事面積 外壁 使用塗料 工事面積 缶数 工事塗布量

- 0.13kg/㎡0.20kg/㎡0.16kg/㎡1.9180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  HBﾌﾟﾗｲﾏｰJY-IR 8kg 1.3 0.13kg/㎡ - 0.10kg/㎡0.15kg/㎡

- 0.25kg/㎡0.35kg/㎡0.29kg/㎡3.3180.79㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｳｫｰﾙ 16kg80.23㎡ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｺｰﾄJY-IR 12kg 2.2 0.33kg/㎡ - 0.30kg/㎡0.35kg/㎡

塗布量(最高)　最もたくさんの材料で仕上げた場合の塗料の量の基準
塗布量(最低)　最も少ない材料で仕上げた場合の塗料の量の基準



シリコンプラン（未確定） 見積番号

2022年10月08日 作成

253374-893837-002-1

テスト山名　様邸　外装リフォーム工事
工事仕様金額（円）単価（円）数量工事名称

仮設工事

ｸｻﾋﾞ式足場151,564550275.57㎡仮設足場

41,336150275.57㎡飛散防止養生ｼｰﾄ

192,900計

外壁工事

12-15MPa36,158200180.79㎡高圧洗浄

下塗り塗料34,20018,0001.90缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg

水性形ﾗｼﾞｶﾙ制御型ｼﾘｺﾝ塗料52,14015,8003.30缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰﾗｼﾞｶﾙｼﾘｺﾝGH 16kg

下塗り1回　上塗り２回253,1061,400180.79㎡施工費

375,604計

屋根工事

12-15MPa16,04620080.23㎡高圧洗浄

下塗り塗料10,80018,0000.60缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰJY 15kg

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料31,45018,5001.70缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｼﾘｺﾝﾌﾚｯｸｽJY-淡彩色
14kg

下塗1回・上塗2回96,2761,20080.23㎡施工費

縁切り32,09240080.23㎡ﾀｽﾍﾟｰｻｰ設置工事

186,664計

付帯塗装工事

ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料　２回塗31,5961,20026.33㎡軒天塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗49,5701,00049.57ｍ破風・鼻隠し塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗25,66480032.08ｍ雨樋塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗16,25050032.50ｍ水切り塗装

目地部分94,500900105.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(打替)

サッシ周り59,000500118.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(増打)

276,580計

諸経費

住宅履歴情報蓄積ｻｰﾋﾞｽ/国土交通省推奨50,00050,0001.00式諸経費（現場管理費,いえかるて共通
ID発行）

50,000計

※見積有効期限は となります。2022年11月08日

工事金額

工事名称 金額

仮設工事 192,900 円

外壁工事 375,604 円

屋根工事 186,664 円

付帯塗装工事 276,580 円

諸経費 50,000 円

工事合計金額 1,081,748 円

値引き ▲1,748 円

工事金額（税抜） 1,080,000 円

消費税（10%） 108,000 円

工事金額（税込） 1,188,000 円

保証

工事名称 項目名

※年数記載の（ ）内はW工事保証の年数となります。

年数

屋根工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｼﾘｺﾝﾌﾚｯｸｽJY-淡彩色 5年( 5年)

外壁工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰﾗｼﾞｶﾙｼﾘｺﾝGH 5年( 5年)

付帯塗装工事  2年

備考

とちぎ店

担当者/

株式会社ウチックス

石橋　達夫

〒329-4406　栃木県栃木市大平町下皆川2015-3

Tel.0282-28-7626　Fax.0282-28-7628

担当者印責任者印



ハイクラスシリコンプラン（未確定） 見積番号

2022年10月08日 作成

253374-893837-002-2

テスト山名　様邸　外装リフォーム工事
工事仕様金額（円）単価（円）数量工事名称

仮設工事

ｸｻﾋﾞ式足場151,564550275.57㎡仮設足場

41,336150275.57㎡飛散防止養生ｼｰﾄ

192,900計

外壁工事

12-15MPa36,158200180.79㎡高圧洗浄

下塗り塗料34,20018,0001.90缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg

水性形シリコン樹脂塗料92,16025,6003.60缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾘｺﾝREVO2000-IR
15kg

下塗り1回　上塗り２回253,1061,400180.79㎡施工費

415,624計

屋根工事

12-15MPa16,04620080.23㎡高圧洗浄

下塗り塗料35,20032,0001.10缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg

弱溶剤ｼﾘｺﾝ遮熱樹脂塗料65,60041,0001.60缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓSi 15kg

下塗り1回、上塗り2回96,2761,20080.23㎡施工費

縁切り32,09240080.23㎡ﾀｽﾍﾟｰｻｰ設置工事

245,214計

付帯塗装工事

ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料　２回塗31,5961,20026.33㎡軒天塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗49,5701,00049.57ｍ破風・鼻隠し塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗25,66480032.08ｍ雨樋塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗16,25050032.50ｍ水切り塗装

目地部分94,500900105.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(打替)

サッシ周り59,000500118.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(増打)

276,580計

諸経費

住宅履歴情報蓄積ｻｰﾋﾞｽ/国土交通省推奨50,00050,0001.00式諸経費（現場管理費,いえかるて共通
ID発行）

50,000計

※見積有効期限は となります。2022年11月08日

工事金額

工事名称 金額

仮設工事 192,900 円

外壁工事 415,624 円

屋根工事 245,214 円

付帯塗装工事 276,580 円

諸経費 50,000 円

工事合計金額 1,180,318 円

値引き ▲318 円

工事金額（税抜） 1,180,000 円

消費税（10%） 118,000 円

工事金額（税込） 1,298,000 円

保証

工事名称 項目名

※年数記載の（ ）内はW工事保証の年数となります。

年数

屋根工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓSi 7年( 7年)

外壁工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ﾌﾟﾗﾁﾅｼﾘｺﾝREVO2000-IR 7年( 7年)

付帯塗装工事  2年( 2年)

備考

とちぎ店

担当者/

株式会社ウチックス

石橋　達夫

〒329-4406　栃木県栃木市大平町下皆川2015-3

Tel.0282-28-7626　Fax.0282-28-7628

担当者印責任者印



遮熱低汚染シリコンプラン（未確定） 見積番号

2022年10月08日 作成

253374-893837-002-3

テスト山名　様邸　外装リフォーム工事
工事仕様金額（円）単価（円）数量工事名称

仮設工事

ｸｻﾋﾞ式足場153,342600255.57㎡仮設足場

51,114200255.57㎡飛散防止養生ｼｰﾄ

204,456計

外壁工事

12-15MPa36,158200180.79㎡高圧洗浄

下塗り塗料34,20018,0001.90缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗ 15kg

水性形低汚染シリコン樹脂塗料187,20048,0003.90缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  超低汚染ﾌﾟﾗﾁﾅﾘﾌｧｲﾝ
2000Si-IR 16kg

下塗り1回　上塗り２回253,1061,400180.79㎡施工費

510,664計

屋根工事

12-15MPa16,04620080.23㎡高圧洗浄

下塗り塗料35,20032,0001.10缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg

弱溶剤形二液屋根用遮熱ｼﾘｺﾝ系上塗材65,60041,0001.60缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓSi 15kg

下塗り1回、上塗り2回96,2761,20080.23㎡施工費

縁切り32,09240080.23㎡ﾀｽﾍﾟｰｻｰ設置工事

245,214計

付帯塗装工事

ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料　２回塗31,5961,20026.33㎡軒天塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗49,5701,00049.57ｍ破風・鼻隠し塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗25,66480032.08ｍ雨樋塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗16,25050032.50ｍ水切り塗装

目地部分94,500900105.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(打替)

サッシ周り59,000500118.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(増打)

276,580計

諸経費

住宅履歴情報蓄積ｻｰﾋﾞｽ/国土交通省推奨50,00050,0001.00式諸経費（現場管理費,いえかるて共通
ID発行）

50,000計

※見積有効期限は となります。2022年11月08日

工事金額

工事名称 金額

仮設工事 204,456 円

外壁工事 510,664 円

屋根工事 245,214 円

付帯塗装工事 276,580 円

諸経費 50,000 円

工事合計金額 1,286,914 円

値引き ▲6,914 円

工事金額（税抜） 1,280,000 円

消費税（10%） 128,000 円

工事金額（税込） 1,408,000 円

保証

工事名称 項目名

※年数記載の（ ）内はW工事保証の年数となります。

年数

屋根工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓSi 7年( 7年)

外壁工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  超低汚染ﾌﾟﾗﾁﾅﾘﾌｧｲﾝ2000Si-IR 8年( 8年)

備考

とちぎ店

担当者/

株式会社ウチックス

石橋　達夫

〒329-4406　栃木県栃木市大平町下皆川2015-3

Tel.0282-28-7626　Fax.0282-28-7628

担当者印責任者印



遮熱低汚染無機フッ素プラン（未確定） 見積番号

2022年10月08日 作成

253374-893837-002-4

テスト山名　様邸　外装リフォーム工事
工事仕様金額（円）単価（円）数量工事名称

仮設工事

ｸｻﾋﾞ式足場151,564550275.57㎡仮設足場

41,336150275.57㎡飛散防止養生ｼｰﾄ

192,900計

外壁工事

12-15MPa36,158200180.79㎡高圧洗浄

下塗り塗料34,20018,0001.90缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg

水性形低汚染フッソ樹脂塗料258,96066,4003.90缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  超低汚染ﾌﾟﾗﾁﾅﾘﾌｧｲﾝ
2000MF-IR 16kg

下塗り1回　上塗り２回253,1061,400180.79㎡施工費

582,424計

屋根工事

12-15MPa16,04620080.23㎡高圧洗浄

下塗り塗料35,20032,0001.10缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｻｰﾓﾃｯｸｼｰﾗｰ 15kg

弱溶剤形二液屋根用遮熱ﾌｯ素系上塗材134,40084,0001.60缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓF 15kg

下塗り1回、上塗り2回96,2761,20080.23㎡施工費

縁切り32,09240080.23㎡ﾀｽﾍﾟｰｻｰ設置工事

314,014計

付帯塗装工事

ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料　２回塗31,5961,20026.33㎡軒天塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗49,5701,00049.57ｍ破風・鼻隠し塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗25,66480032.08ｍ雨樋塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗16,25050032.50ｍ水切り塗装

目地部分94,500900105.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(打替)

サッシ周り59,000500118.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(増打)

276,580計

諸経費

住宅履歴情報蓄積ｻｰﾋﾞｽ/国土交通省推奨50,00050,0001.00式諸経費（現場管理費,いえかるて共通
ID発行）

50,000計

※見積有効期限は となります。2022年11月08日

工事金額

工事名称 金額

仮設工事 192,900 円

外壁工事 582,424 円

屋根工事 314,014 円

付帯塗装工事 276,580 円

諸経費 50,000 円

工事合計金額 1,415,918 円

値引き ▲15,918 円

工事金額（税抜） 1,400,000 円

消費税（10%） 140,000 円

工事金額（税込） 1,540,000 円

保証

工事名称 項目名

※年数記載の（ ）内はW工事保証の年数となります。

年数

屋根工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｽｰﾊﾟｰｼｬﾈﾂｻｰﾓF10年(10年)

外壁工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  超低汚染ﾌﾟﾗﾁﾅﾘﾌｧｲﾝ2000MF-IR10年(10年)

付帯塗装工事  2年( 2年)

備考

とちぎ店

担当者/

株式会社ウチックス

石橋　達夫

〒329-4406　栃木県栃木市大平町下皆川2015-3

Tel.0282-28-7626　Fax.0282-28-7628

担当者印責任者印



無機プラン（未確定） 見積番号

2022年10月08日 作成

253374-893837-002-5

テスト山名　様邸　外装リフォーム工事
工事仕様金額（円）単価（円）数量工事名称

仮設工事

ｸｻﾋﾞ式足場151,564550275.57㎡仮設足場

41,336150275.57㎡飛散防止養生ｼｰﾄ

192,900計

外壁工事

12-15MPa36,158200180.79㎡高圧洗浄

下塗り塗料34,20018,0001.90缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  ｴﾎﾟﾊﾟﾜｰｼｰﾗｰ 15kg

水性形二液変性無機系塗料270,60082,0003.30缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｳｫｰﾙ 16kg

下塗り1回　上塗り２回253,1061,400180.79㎡施工費

594,064計

屋根工事

12-15MPa16,04620080.23㎡高圧洗浄

下塗り塗料31,72024,4001.30缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  HBﾌﾟﾗｲﾏｰJY-IR 8kg

弱溶剤無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ遮熱塗料2回塗202,40092,0002.20缶ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｺｰﾄJY-IR
12kg

下塗り1回、上塗り2回96,2761,20080.23㎡施工費

縁切り32,09240080.23㎡ﾀｽﾍﾟｰｻｰ設置工事

378,534計

付帯塗装工事

ｱｸﾘﾙ樹脂系塗料　２回塗31,5961,20026.33㎡軒天塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗49,5701,00049.57ｍ破風・鼻隠し塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗25,66480032.08ｍ雨樋塗装

弱溶剤系ｼﾘｺﾝ樹脂塗料2回塗16,25050032.50ｍ水切り塗装

目地部分94,500900105.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(打替)

サッシ周り59,000500118.00ｍｼｰﾘﾝｸﾞ(増打)

276,580計

諸経費

住宅履歴情報蓄積ｻｰﾋﾞｽ/国土交通省推奨50,00050,0001.00式諸経費（現場管理費,いえかるて共通
ID発行）

50,000計

※見積有効期限は となります。2022年11月08日

工事金額

工事名称 金額

仮設工事 192,900 円

外壁工事 594,064 円

屋根工事 378,534 円

付帯塗装工事 276,580 円

諸経費 50,000 円

工事合計金額 1,492,078 円

値引き ▲12,078 円

工事金額（税抜） 1,480,000 円

消費税（10%） 148,000 円

工事金額（税込） 1,628,000 円

保証

工事名称 項目名

※年数記載の（ ）内はW工事保証の年数となります。

年数

屋根工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｺｰﾄJY-IR10年(10年)

外壁工事 ｱｽﾃｯｸﾍﾟｲﾝﾄ  無機ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｳｫｰﾙ10年(10年)

付帯塗装工事  2年( 2年)

備考

とちぎ店

担当者/

株式会社ウチックス

石橋　達夫

〒329-4406　栃木県栃木市大平町下皆川2015-3

Tel.0282-28-7626　Fax.0282-28-7628

担当者印責任者印


