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建　築　工　事　仕　様　見　積　書

　　　　　発　注　者　御　承　認　欄

武蔵野太郎邸新築工事                                         
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年平成 17



【 工事仕様書 】

【工事名称】　　 武蔵野太郎邸新築工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【工事範囲】　　 本仕様見積書に計上されている範囲となります。　　　　　　　　

【工事概要】　　 （用途）　専用住宅　　（構造）　木造　　（階数）　　　　　　

【別途工事】　　 下記の工事は本工事に含まれていません。　　　　　　　　　　　

・給水本管接続　　・排水本管接続　　・ガス工事　・冷暖房工事

・火災報知器　　・門塀工事　　・整地工事　　・擁壁工事　　　

・側溝工事　　・障害物撤去　・既存建物撤去　・地中埋設物撤去

・別棟ガレージ　　・別棟物置　　・隣家補修費　　　　　

【特記事項】　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【備　　考】　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

【床　面積】

【施工面積】

地　階 １　階 ２　階 ３　階 合　計

0.00 101.24 75.66 0.00 176.90㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

0.00 107.89 88.02 0.00 195.91㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

107.86【建築面積】

株式会社　サンネックス



No. 工  事  名  称 数量単位 金  額（円）

【 工事見積書 】 (01)

仮設工事 1,674,066一式01

基礎工事 2,007,548一式02

木工事 10,614,838一式03

建材工事 1,850,039一式04

屋根工事 1,312,945一式05

外装工事 5,349,872一式06

板金工事 1,085,436一式07

左官工事 349,731一式08

タイル・石工事 235,050一式09

内装工事 2,056,189一式10

金属建具工事 1,181,400一式11

木製建具工事 2,490,700一式12

塗装工事 88,923一式13

雑工事 652,116一式14

設備機器工事 4,220,000一式15

電気工事 1,856,400一式16

給排水衛生設備工事 2,397,400一式17

（ 小 計 ） 39,422,653

運搬費 788,453一式18

諸経費 4,021,110一式19

44,232,216工事費 合計

2,211,610消 費 税 額

46,443,826税込み 合計

株式会社　サンネックス



【仮設工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-001

水盛遣方・墨出し 32,367300107.89 ㎡001

外部足場架払い損料 鋼管足場 395,881940421.15 ㎡002

養生ネット 147,402350421.15 ㎡003

屋根足場架払い損料 164,961900183.29 ㎡004

内部移動足場損料 12,38370176.90 ㎡005

吹抜足場架払い損料 21,3601,20017.80 ㎡006

仮設電気 68,0001.00 式007

仮設水道 14,0001.00 式008

養生費 117,546600195.91 ㎡009

掃除・片付け 107,750550195.91 ㎡010

産業廃棄物処理 372,2291,900195.91 ㎡011

雑費 仮設便所 68,0001.00 式012

安全器材損料 152,1871.00 式013

　小 計 1,674,066

株式会社　サンネックス



【基礎工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-002

ベタ基礎（コンクリート量） 525,60018,00029.20 m3001

ベタ基礎（割栗量） 82,3806,00013.73 m3002

ベタ基礎（根切量） 160,9924,80033.54 m3003

ベタ基礎（埋戻量） 10,0503,0003.35 m3004

ベタ基礎（残土処分） 362,28012,00030.19 m3005

ベタ基礎（鉄筋及び加工費） 280,20060,0004.67 ｔ006

ベタ基礎（立ち上り型枠） 187,8123,60052.17 ㎡007

ベタ基礎（耐圧盤型枠） 39,0603,60010.85 ㎡008

アンカーボルト 28,750230125.00 本009

ポンプ車 120,00040,0003.00 台010

鋼製束（大引受金物） 72,9601,52048.00 カ所011

土間コンクリート 厚１００ 105,8255,10020.75 ㎡012

上り框下ブロック積 4,7683,2001.49 ㎡013

防水テープ 26,871260103.35 ｍ014

　小 計 2,007,548

株式会社　サンネックス



【木工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-003

土台 151,2101.00 式001

一般柱 615,4401.00 式002

化粧柱 94,8801.00 式003

構造材（大物材） 1,604,6851.00 式004

構造材（小物材） 453,4761.00 式005

外壁下地 胴縁 92,559300308.53 ㎡006

ウッドデッキ 米松製 568,20060,0009.47 ㎡007

ウッドデッキ手すり 米松 79,92012,0006.66 ｍ008

釘・金物・ボンド等 293,8651,500195.91 ㎡009

和室造作材（規格） 125,6601.00 式010

洋室造作材（規格） 328,5881.00 式011

収納造作材 99,4201.00 式012

外部造作材 199,4601.00 式013

規格窓枠 8,000 ＊4,0002.00 カ所014

規格窓枠 4,800 ＊4,8001.00 カ所015

規格窓枠 21,600 ＊5,4004.00 カ所016

規格窓枠 21,900 ＊7,3003.00 カ所017

規格窓枠 7,500 ＊7,5001.00 カ所018

株式会社　サンネックス



【木工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-004

規格窓枠 16,200 ＊8,1002.00 カ所019

規格窓枠 9,100 ＊9,1001.00 カ所020

規格窓枠 10,000 ＊10,0001.00 カ所021

規格窓枠 10,100 ＊10,1001.00 カ所022

規格窓枠 28,600 ＊14,3002.00 カ所023

規格窓枠 34,000 ＊17,0002.00 カ所024

規格窓枠 35,600 ＊17,8002.00 カ所025

規格ドア枠 54,600 ＊18,2003.00 カ所026

規格ドア枠 209,000 ＊19,00011.00 カ所027

規格ドア枠 138,000 ＊23,0006.00 カ所028

大工手間（構造材関連） 土台加工手間 31,80020,0001.59 m3029

大工手間（構造材関連） 一般柱加工手間 157,200800196.50 本030

大工手間（構造材関連） 化粧柱加工手間 9,24088010.50 本031

大工手間（構造材関連） 大物構造材加工手間 482,72022,40021.55 m3032

大工手間（構造材関連） 小物構造材加工手間 155,03419,8007.83 m3033

建方手伝い手間 235,0921,200195.91 ㎡034

大工手間（構造材関連） 小物構造材施工手間 281,88036,0007.83 m3035

大工手間（構造材関連） 筋違取付 3,6003,6001.00 カ所036

株式会社　サンネックス



【木工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-005

大工手間（階段材） 54,4001.00 式037

大工手間（金属製建具取付） 中型サッシ取付費 33,0003,00011.00 カ所038

大工手間（金属製建具取付） 大型サッシ取付費（１間半以上） 150,00015,00010.00 カ所039

大工手間（金属製建具取付） 玄関戸・勝手口戸取付費 48,00016,0003.00 カ所040

大工手間（規格建具関連取付 規格建具扉系 16,0008,0002.00 カ所041

大工手間（規格建具関連取付 規格建具引戸系 24,00012,0002.00 カ所042

大工手間（規格建具関連取付 規格折戸 30,0005,0006.00 カ所043

大工手間（建材関連施工） 天井ボード施工費 134,600800168.25 ㎡044

大工手間（建材関連施工） 壁ボード施工費 362,874600604.79 ㎡045

大工手間（建材関連施工） 長尺床材施工費 169,2041,400120.86 ㎡046

大工手間（建材関連施工） 大盤床材施工費 40,85076053.75 ㎡047

大工手間（造作材関連） 和室造作材施工費 57,600240,0000.24 m3048

大工手間（造作材関連） 洋室造作材施工費 292,600190,0001.54 m3049

大工手間（造作材関連） 収納造作材施工費 9,40020,0000.47 m3050

大工手間（造作材関連） 外部造作材施工費 32,40090,0000.36 m3051

大工手間（その他） 水盛遣方手伝手間 16,183150107.89 ㎡052

大工手間（その他） 床断熱材施工費 23,04326088.63 ㎡053

大工手間（その他） 壁断熱材施工費 28,795120239.96 ㎡054

株式会社　サンネックス



【木工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-006

大工手間（その他） 天井断熱材施工費 5,07350101.47 ㎡055

大工手間（その他） 矢切換気取付費（大） 24,0006,0004.00 カ所056

大工手間（その他） 箱庇取付費 7,3443,6002.04 ㎡057

大工手間（その他） 養生手間 39,182200195.91 ㎡058

大工手間（その他） ウッドデッキ施工手間 142,05015,0009.47 ㎡059

大工手間（その他） ウッドデッキ手すり施工手間 33,3005,0006.66 ｍ060

大工手間（その他） ハンガーパイプ取付費 3,3301,0003.33 ｍ061

大工手間（その他） 化粧カウンター取付費 72,00018,0004.00 カ所062

大工手間（その他） 付柱取付費 2,7301,0002.73 ｍ063

大工手間（その他） 付梁取付費 12,0451,5008.03 ｍ064

大工手間（その他） ボーダー取付費 56,0401,20046.70 ｍ065

大工手間（特殊材） 落し掛け施工費 2,0002,0001.00 カ所066

大工手間（特殊材） 無双取付費 3003001.00 カ所067

大工手間（特殊材） 玄関框取付費 5,6602,0002.83 ｍ068

大工手間（特殊材） 玄関付框取付費 9,6961,6006.06 ｍ069

大工手間（設備関連） 玄関収納組立取付 18,00018,0001.00 カ所070

大工手間（設備関連） 洗面所吊戸棚取付 4,8002,4002.00 カ所071

プレカット加工料 1,939,4101.00 式072

株式会社　サンネックス



【木工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-007

建方用クレーン 42,0001.00 式073

　小 計 10,614,838

株式会社　サンネックス



【建材工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-008

屋根下地材 野地板　構造用合板　厚１２ 284,0991,550183.29 ㎡001

外壁下地 構造用合板　厚７．５ 133,1641,80073.98 ㎡002

軒裏下地 ケイカル板　厚５ 53,97075071.96 ㎡003

断熱材（床） ロックウール　厚５０㎜ 35,45240088.63 ㎡004

断熱材（外壁） ロックウール　厚５０㎜ 95,984400239.96 ㎡005

断熱材（屋根下天井） ロックウール　厚５０㎜ 30,441300101.47 ㎡006

箱庇下地 野地板　合板　厚１２ 3,2641,6002.04 ㎡007

箱庇下地 ケイカル板　厚５ 1,5307502.04 ㎡008

破風・鼻隠し下地 ケイカル板鼻隠し板 127,1201,40090.80 ｍ009

付柱 硝子繊維強化板 6,8252,5002.73 ｍ010

付梁 硝子繊維強化板 16,0602,0008.03 ｍ011

ボーダー 硝子繊維強化板 84,0601,80046.70 ｍ012

規格階段（巾木） 3,8003,8001.00 ｍ013

規格階段（踊場） 52,00026,0002.00 枚014

規格階段（段板直進） 216,00018,00012.00 枚015

規格階段（蹴込板） 54,0003,60015.00 枚016

規格階段（上段框） 4,2004,2001.00 本017

規格階段（ささら桁） 32,5006,5005.00 ｍ018

株式会社　サンネックス



【建材工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-009

階段手摺子手摺（子柱） 172,8006,40027.00 本019

階段手摺子摺子（笠木） 66,3928,6007.72 ｍ020

階段手摺子手摺（親柱） 130,00026,0005.00 本021

特殊材（床の間） 落掛け 20,00020,0001.00 カ所022

特殊材（床の間） 無双 12,00012,0001.00 カ所023

特殊材（玄関） 玄関框 63,95822,6002.83 ｍ024

特殊材（玄関） 付框 42,4207,0006.06 ｍ025

化粧カウンター 積層材 25,00025,0001.00 カ所026

化粧カウンター 積層材 38,00038,0001.00 カ所027

化粧カウンター 積層材 45,00045,0001.00 カ所028

　小 計 1,850,039

株式会社　サンネックス



【屋根工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-010

屋根葺上材 彩色石綿板（アーバニー） 1,044,7535,700183.29 ㎡001

屋根下地材 アスファルト　ルーフイング　２２㎏ 31,159170183.29 ㎡002

本谷（カラーベスト系） カラーステンレス・厚０．４㎜ 32,0761,80017.82 ｍ003

棟板（カラーベスト系） カラーステンレス・厚０．４㎜ 32,6251,50021.75 ｍ004

ケラバ（カラーベスト系） カラーステンレス・厚０．４㎜ 77,8721,60048.67 ｍ005

捨谷（カラーベスト系） カラーステンレス・厚０．４㎜ 17,6521,20014.71 ｍ006

軒先（カラーベスト系） カラーステンレス・厚０．４㎜ 33,70480042.13 ｍ007

差棟（カラーベスト系） カラーステンレス・厚０．４㎜ 43,1043,20013.47 ｍ008

　小 計 1,312,945

株式会社　サンネックス



【外装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-011

外壁仕上 吹付けタイル（吹放し）Ｓ 709,6192,300308.53 ㎡001

外壁仕上 石貼り（マウンテンストーン） 1,403,28036,00038.98 ㎡002

外壁下地 ワイヤラス 66,58290073.98 ㎡003

外壁下地 サイディング（無塗装品） 2,005,4456,500308.53 ㎡004

外壁下地 タイベック 306,008800382.51 ㎡005

外壁仕上 タイル（小口） 157,50015,00010.50 ㎡006

軒裏仕上 吹付けタイル（吹放し） 165,5082,30071.96 ㎡007

箱庇裏仕上 吹付けタイル（吹放し） 4,6922,3002.04 ㎡008

バルコニー床仕上 人工芝張り 144,3505,00028.87 ㎡009

バルコニー防水 シート防水 345,1208,00043.14 ㎡010

破風・鼻隠し仕上 吹付けタイル（吹放し） 41,76846090.80 ｍ011

　小 計 5,349,872

株式会社　サンネックス



【板金工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-012

竪樋・はい樋 塩ビ　角 131,7252,50052.69 ｍ001

軒樋 塩ビ　角 96,8992,30042.13 ｍ002

あんこう 塩ビ　角 24,3002,7009.00 カ所003

谷樋 カラーステンレス　０．４㎜ 57,0603,00019.02 ｍ004

捨谷 カラーステンレス　０．４㎜ 45,2662,60017.41 ｍ005

雨押え カラーステンレス　０．４㎜ 40,5862,60015.61 ｍ006

箱庇 カラーステンレス　０．４㎜ 16,3208,0002.04 ㎡007

笠木 カラーステンレス　０．４㎜ 6,5342,7002.42 ｍ008

土台水切 カラーステンレス　０．４㎜ 83,9361,60052.46 ｍ009

笠木手摺 アルミ製 506,40020,00025.32 ｍ010

バルコニー先端水切 カラーステンレス　０．４㎜ 66,6002,40027.75 ｍ011

枠根巻 ステンレス　厚０．４㎜ 6,0001,5004.00 カ所012

流し前水切 ステンレス　厚０．４㎜ 3,8101,5002.54 ｍ013

　小 計 1,085,436

株式会社　サンネックス



【左官工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-013

外壁下地 タイル下地モルタル 184,9502,50073.98 ㎡001

基礎仕上 モルタル刷毛引 62,9703,00020.99 ㎡002

勝手口ポーチ土間仕上 モルタル金ゴテ仕上 7,6233,3002.31 ㎡003

土間階段成形 ブロック・モルタル 45,0001.00 式004

バルコニー段飾２段成形 45,0303,00015.01 ｍ005

内装（左官） モルタル金ゴテ仕上（床） 4,1583,3001.26 ㎡006

　小 計 349,731

株式会社　サンネックス



【タイル・石工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-014

玄関ポーチ土間仕上 磁器タイル（１００角） 159,15015,00010.61 ㎡001

土間階段仕上 磁器タイル（１００角） 75,90015,0005.06 ㎡002

　小 計 235,050

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-015

　１階　玄関  (01)

内装クロス材（壁） ビニールクロス 22,7701,50015.18 ㎡001

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 6,8008508.00 枚002

内装（タイル） 磁器タイル（１００角） 101,55015,0006.77 ㎡003

内装（下地材） タイル下地モルタル 16,9252,5006.77 ㎡004

　　 計 148,045

　１階　玄関  (02)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 1,6121,3001.24 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 16,0951,50010.73 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 5,1008506.00 枚004

内装（タイル） 磁器タイル（１００角） 30,00015,0002.00 ㎡005

内装（下地材） タイル下地モルタル 5,0002,5002.00 ㎡006

　　 計 58,357

　１階　勝手口  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 1,0661,3000.82 ㎡001

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-016

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 5,0101,5003.34 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 1,7008502.00 枚004

　　 計 8,326

　１階　ホール  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 3,1331,3002.41 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 1,1005502.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 27,9301,50018.62 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 8,50085010.00 枚004

内装（床板材） フローリング 38,0004,0009.50 ㎡005

　　 計 78,663

　１階　和室  (01)

内装（化粧天井材） 杉杢敷目板 20,1152,7007.45 ㎡001

内装（左官） 新じゅらく 22,4622,20010.21 ㎡002

内装（下地材） ラスボード　厚７　３×６ 3,8505507.00 枚003

内装（畳） 畳 45,00010,0004.50 枚004

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-017

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 11,0002,2005.00 枚005

　　 計 102,427

　１階　水屋  (01)

内装（化粧天井材） 杉杢敷目板 1,1072,7000.41 ㎡001

内装（左官） 新じゅらく 10,8462,2004.93 ㎡002

内装（下地材） ラスボード　厚７　３×６ 1,6505503.00 枚003

内装（床板材） フローリング 1,6404,0000.41 ㎡004

　　 計 15,243

　１階　床の間  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 1,4301,3001.10 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚002

内装（左官） 新じゅらく 17,6882,2008.04 ㎡003

内装（下地材） ラスボード　厚７　３×６ 2,7505505.00 枚004

内装（床板材） 地板　ケヤキ 17,60016,0001.10 ㎡005

　　 計 40,018

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-018

　１階　仏間  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 7151,3000.55 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚002

内装（左官） 新じゅらく 11,4402,2005.20 ㎡003

内装（下地材） ラスボード　厚７　３×６ 2,2005504.00 枚004

内装（床板材） 地板　ケヤキ 8,80016,0000.55 ㎡005

　　 計 23,705

　１階　リビング  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 25,8311,30019.87 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 6,60055012.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 48,2401,50032.16 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 14,45085017.00 枚004

内装（床板材） フローリング 79,4804,00019.87 ㎡005

　　 計 174,601

　１階　ダイニング  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 25,8311,30019.87 ㎡001

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-019

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 6,60055012.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 24,1951,50016.13 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 7,6508509.00 枚004

内装（床板材） フローリング 79,4804,00019.87 ㎡005

　　 計 143,756

　１階　キッチン  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 12,1031,3009.31 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 3,3005506.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 23,1601,50015.44 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 7,6508509.00 枚004

内装（タイル） デザインタイル（１５０角）圧着 43,60020,0002.18 ㎡005

内装（壁下地材）３×８ 防水ボード　３×８　厚１２．５ 3,0001,5002.00 枚006

内装（床板材） フローリング 37,2404,0009.31 ㎡007

　　 計 130,053

　１階　トイレ  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 3,2241,3002.48 ㎡001

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-020

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 1,1005502.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 20,9551,50013.97 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 6,8008508.00 枚004

内装シート材（床） クッションフロア 9,9204,0002.48 ㎡005

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 4,4002,2002.00 枚006

　　 計 46,399

　１階　ニッチスペース  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 2601,3000.20 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 6,6601,5004.44 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 2,5508503.00 枚004

内装（床板材） フローリング 8004,0000.20 ㎡005

　　 計 10,820

　１階　ＷＣ  (02)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 1,8721,3001.44 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚002

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-021

内装クロス材（壁） 防カビビニールクロス 13,2481,6008.28 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 防水ボード　３×８　厚１２．５ 7,5001,5005.00 枚004

内装シート材（床） クッションフロア 5,7604,0001.44 ㎡005

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 2,2002,2001.00 枚006

　　 計 31,130

　１階　洗面所  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 6,4481,3004.96 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 1,6505503.00 枚002

内装クロス材（壁） 防カビビニールクロス 27,5681,60017.23 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 防水ボード　３×８　厚１２．５ 13,5001,5009.00 枚004

内装シート材（床） クッションフロア 19,8404,0004.96 ㎡005

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 6,6002,2003.00 枚006

　　 計 75,606

　１階　ユーティリティ  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 4,9271,3003.79 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 1,6505503.00 枚002

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-022

内装クロス材（壁） ビニールクロス 23,8051,50015.87 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 7,6508509.00 枚004

内装（床板材） フローリング 15,1604,0003.79 ㎡005

　　 計 53,192

　１階　階段室  (01)

内装クロス材（壁） ビニールクロス 3,4951,5002.33 ㎡001

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 1,7008502.00 枚002

　　 計 5,195

　２階　廊下  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 11,8301,3009.10 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 3,3005506.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 48,3151,50032.21 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 14,45085017.00 枚004

内装（床板材） フローリング 36,4004,0009.10 ㎡005

　　 計 114,295

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-023

　　　　吹抜  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 23,1401,30017.80 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 6,05055011.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 82,7701,50055.18 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 24,65085029.00 枚004

　　 計 136,610

　２階　寝室  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 20,9821,30016.14 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5,50055010.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 34,6351,50023.09 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 11,05085013.00 枚004

内装（床板材） フローリング 64,5604,00016.14 ㎡005

　　 計 136,727

　２階　子供室  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 12,9091,3009.93 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 3,3005506.00 枚002

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-024

内装クロス材（壁） ビニールクロス 29,9101,50019.94 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 9,35085011.00 枚004

内装（床板材） フローリング 39,7204,0009.93 ㎡005

　　 計 95,189

　２階　子供室  (02)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 11,8301,3009.10 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 3,3005506.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 31,5151,50021.01 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 9,35085011.00 枚004

内装（床板材） フローリング 36,4004,0009.10 ㎡005

　　 計 92,395

　２階　キッチン  (02)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 4,3031,3003.31 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 1,1005502.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 23,7751,50015.85 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 7,6508509.00 枚004

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-025

内装（床板材） フローリング 13,2404,0003.31 ㎡005

　　 計 50,068

　２階　クロゼット  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 4,8361,3003.72 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 1,6505503.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 24,6151,50016.41 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 7,6508509.00 枚004

内装（床板材） フローリング 14,8804,0003.72 ㎡005

　　 計 53,631

　２階　ウオークイン  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 6,4481,3004.96 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 1,6505503.00 枚002

内装クロス材（壁） ビニールクロス 17,6851,50011.79 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 石膏ボード　３×８　厚１２．５ 5,9508507.00 枚004

内装（床板材） フローリング 19,8404,0004.96 ㎡005

　　 計 51,573

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-026

　２階　ＷＣ  (01)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 1,6121,3001.24 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚002

内装クロス材（壁） 防カビビニールクロス 14,2721,6008.92 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 防水ボード　３×８　厚１２．５ 7,5001,5005.00 枚004

内装シート材（床） クッションフロア 4,9604,0001.24 ㎡005

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 2,2002,2001.00 枚006

　　 計 31,094

　２階　洗面所  (02)

内装クロス材（天井） ビニ－ルクロス 2,1451,3001.65 ㎡001

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚002

内装クロス材（壁） 防カビビニールクロス 10,5761,6006.61 ㎡003

内装（壁下地材）３×８ 防水ボード　３×８　厚１２．５ 6,0001,5004.00 枚004

内装シート材（床） クッションフロア 6,6004,0001.65 ㎡005

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 2,2002,2001.00 枚006

　　 計 28,071

株式会社　サンネックス



【内装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-027

　　　　和室収納系  (01)

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 5505501.00 枚001

内装（化粧壁材） 化粧石膏ボード　３×８　厚１２．５ 4,4001,1004.00 枚002

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 2,2002,2001.00 枚003

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 2,2002,2001.00 枚004

　　 計 9,350

　　　　洋室収納系  (01)

内装（天井下地材）３×６ 石膏ボード　３×６　厚９ 4,9505509.00 枚001

内装（化粧壁材） 化粧石膏ボード　３×８　厚１２．５ 62,7001,10057.00 枚002

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 28,6002,20013.00 枚003

内装（床下地材）３×６ 構造用合板１類　３×６　厚１２ 15,4002,2007.00 枚004

　　 計 111,650

　小 計 2,056,189

株式会社　サンネックス



【金属建具工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-028

一般サッシ １２６０７　　ブロンズ 10,600 ＊10,6001.00 カ所001

一般サッシ １２６１１　　ブロンズ 14,900 ＊14,9001.00 カ所002

一般サッシ １６５０９　　ブロンズ 16,000 ＊16,0001.00 カ所003

一般サッシ １６５１３　　ブロンズ 21,700 ＊21,7001.00 カ所004

一般サッシ １６５２０　　ブロンズ 82,800 ＊41,4002.00 カ所005

一般サッシ ２５１２０　　ブロンズ 47,700 ＊47,7001.00 カ所006

一般サッシ ２５６２０　　ブロンズ 155,100 ＊51,7003.00 カ所007

ルーバーサッシ ０３６０７　　ブロンズ 20,700 ＊20,7001.00 カ所008

ルーバーサッシ ０３６０９　　ブロンズ 22,500 ＊22,5001.00 カ所009

ルーバーサッシ ０４６０７　　ブロンズ 20,700 ＊20,7001.00 カ所010

ルーバーサッシ ０４６０９　　ブロンズ 49,000 ＊24,5002.00 カ所011

ルーバーサッシ ０６００９　　ブロンズ 49,000 ＊24,5002.00 カ所012

上げ下げサッシ ０７４１１　　ブロンズ 27,400 ＊27,4001.00 カ所013

上げ下げサッシ ０７４１８　　ブロンズ 35,400 ＊35,4001.00 カ所014

オーニング ０７４１１　　ブロンズ 103,400 ＊51,7002.00 カ所015

オーニング ０７４１３　　ブロンズ 110,800 ＊55,4002.00 カ所016

玄関戸（ドア） 177,900 ＊177,9001.00 カ所017

勝手口戸 108,400 ＊54,2002.00 カ所018

株式会社　サンネックス



【金属建具工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-029

組立調整費 107,4001.00 式019

　小 計 1,181,400

株式会社　サンネックス



【木製建具工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-030

ガラス戸（規格） 居間用ガラス戸ＧＤ－１０１ 175,000175,0001.00 本001

パネル戸（規格） 居間用パネル戸ＰＤ－１０１ 700,000140,0005.00 本002

フラッシュ戸（規格） 居間用フラッシュ戸ＦＤ１０１ 95,00095,0001.00 本003

フラッシュ戸（規格） トイレ用フラッシュ戸ＦＤ１０３ 164,00082,0002.00 本004

フラッシュ戸（規格） ドアセット　ＦＤ－０８２０ 63,00063,0001.00 本005

フラッシュ戸（規格） 洗面所用フラッシュ戸ＦＤ１０３ 82,00082,0001.00 本006

フラッシュ戸（規格） ドアセット（ＷＣ）　ＦＤ－０６２０ 73,00073,0001.00 本007

フラッシュ戸（規格） 片引セット　ＨＫ－１６２０ 134,00067,0002.00 本008

フラッシュ戸（規格） 折戸セット（収納）ＳＦＯ－１８２４ 492,00082,0006.00 本009

フラッシュ戸 19,000 ＊9,5002.00 本010

フラッシュ戸 10,800 ＊10,8001.00 本011

フラッシュ戸 28,600 ＊14,3002.00 本012

フラッシュ戸 30,800 ＊15,4002.00 本013

フラッシュ戸 128,800 ＊16,1008.00 本014

フラッシュ戸 34,600 ＊17,3002.00 本015

フラッシュ戸 30,800 ＊30,8001.00 本016

障子 35,400 ＊17,7002.00 本017

襖 6,000 ＊6,0001.00 本018

株式会社　サンネックス



【木製建具工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-031

襖 36,000 ＊9,0004.00 本019

襖 21,900 ＊21,9001.00 本020

建具金物 ドアレバー 130,00010,00013.00 カ所021

　小 計 2,490,700

株式会社　サンネックス



【塗装工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-032

外部塗装工事 付柱（エマルジョンペイント） 2,7301,0002.73 ｍ001

外部塗装工事 付梁（エマルジョンペイント） 8,8331,1008.03 ｍ002

外部塗装工事 ボーダー（エマルジョンペイント） 37,36080046.70 ｍ003

塗装タッチアップ費 40,0001.00 式004

　小 計 88,923

株式会社　サンネックス



【雑工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-033

矢切換気 横格子２連（矩形） 40,00040,0001.00 カ所001

矢切換気 横格子丸型 40,00040,0001.00 カ所002

矢切換気 横格子８角形 53,00053,0001.00 カ所003

矢切換気 横格子半円 40,00040,0001.00 カ所004

障子紙貼り 2,5961,1002.36 ㎡005

美装費 全室 61,915350176.90 ㎡006

防蟻工事（１階） 118,6791,100107.89 ㎡007

花台（金属製） 32,100 ＊32,1001.00 カ所008

取付手間 3,2101.00 式009

ハンガーパイプ ステンレス 4,3291,3003.33 ｍ010

コーキング ポリウレタン 156,5501,000156.55 ｍ011

外壁防水テープ 72,137230313.64 ｍ012

コーナービード 27,6001,20023.00 カ所013

　小 計 652,116

株式会社　サンネックス



【設備機器工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-034

シューズボックス Ｌ＝１６００（Ｈ１８００） 180,000180,0001.00 カ所001

洗面台 Ｌ＝７５０ 100,000100,0001.00 カ所002

洗面吊戸棚 80,00040,0002.00 カ所003

システム洗面台 Ｌ＝１２００ 200,000200,0001.00 カ所004

流し台（一槽） ミニキッチン 320,000320,0001.00 カ所005

システムキッチン アイランド型 1,950,0001.00 式006

ユニットバス 1,260,0001,260,0001.00 カ所007

化粧カウンター 洗面器付 80,00080,0001.00 カ所008

機器取付費 50,0001.00 式009

　小 計 4,220,000

株式会社　サンネックス



【電気工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-035

幹線工事 40,0001.00 式001

分電盤 １６回路 55,0001.00 式002

電灯配線 85,0002,50034.00 カ所003

スイッチ（一般） 89,6002,80032.00 カ所004

スイッチ（３路） 6,6003,3002.00 カ所005

コンセント（Ｓ） 6,0003,0002.00 カ所006

コンセント（Ｗ） 112,2003,30034.00 カ所007

コンセント（アース付） 15,0005,0003.00 カ所008

コンセント（防水） 12,0006,0002.00 カ所009

コンセント（専用） 60,00010,0006.00 カ所010

電話配管 10,0005,0002.00 カ所011

ＴＶ配線 40,00010,0004.00 カ所012

インターホン 親機１・子機２ 30,0001.00 式013

照明器具 取付費含む 1,265,0001.00 式014

電力会社申請費用 30,0001.00 式015

　小 計 1,856,400

株式会社　サンネックス



【給排水衛生設備工事】
明細工事名称 仕  様  名  称 数量 単  価 金  額 備  考単位No

P-036

屋内給水配管 １階 270,00030,0009.00 カ所001

屋内給水配管 ２階 105,00035,0003.00 カ所002

屋内給湯配管 １階 210,00035,0006.00 カ所003

屋内給湯配管 ２階 80,00040,0002.00 カ所004

屋内排水配管 １階 200,00025,0008.00 カ所005

屋内排水配管 ２階 90,00030,0003.00 カ所006

洋風便器 サイホン便器 160,00080,0002.00 カ所007

ペーパーフォルダ 8,4004,2002.00 カ所008

小便器 壁掛ストール小便器（中型） 45,00045,0001.00 カ所009

タオル掛け Ｌ６００ 21,0004,2005.00 カ所010

屋外散水栓 10,00010,0001.00 カ所011

屋外給水工事 （敷地内） 326,0001.00 式012

屋外排水工事 （敷地内） 546,0001.00 式013

雨水排水工事 （敷地内） 256,0001.00 式014

機器取付費 50,0001.00 式015

申請手続費用 20,0001.00 式016

　小 計 2,397,400

株式会社　サンネックス


