
　 標準材工設計価格表

〈コーナー処理〉

〈シート施工〉

〈目地処理〉
●コーナー処理は「コーナー成形材」又は「出隅コーナー材」のどちらかの方法となります。

●目地処理は「底目地仕様」か、「シーリング充てん仕様」で処理してください。シーリング充てん仕様は、水の影響をより受けにくい目地処理方法となります。

〈別面の1.各種ご注文について、2.価格についてを必ず参照してください。〉

※1 サイズの幅×高さの表示において、シートの幅方向(左右)に沿って平行線模様が入っています。割付け時のシートの向きによっては平行線模様が上下方向等になりますので事前にご確認ください。
※2 受注生産となります。
※3 最小ロット100m2からのご対応となります。（受注生産）
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商　品　名 材工設計価格
（円/m2） 仕　様

荷　姿　表
幅×高さ（㎜） 厚さ（㎜） 重量(kg/㎡) 枚(㎡/ケース)

御 影 バ ー ナ ー 16,000 標準品

900×600

4.0
（±0.2）

6.12
（±0.5）

  5枚(2.70)
900×450 ※2 10枚(4.05)
600×450 15枚(4.05)
600×300 20枚(3.60)
450×450 ※2 20枚(4.05)
450×300 30枚(4.05)

御 影 び し ゃ ん 18,000 標準品

900×600
5.0

（±1.0）
6.5

（±0.5）

  5枚(2.70)
600×450 15枚(4.05)
600×300 20枚(3.60)
450×300 30枚(4.05)

御 影 こ た た き
※1模様注意

18,000 特別仕様
　　　※3

900×600
4.0

（±0.2）
6.12

（±0.5）

  5枚(2.70)
450×600 15枚(4.05)
450×300 30枚(4.05)
300×600 20枚(3.60)

御 影 フ ラ ッ ト
※1模様注意

18,000 特別仕様
　　　※3

900×600

4.0
（±0.2）

6.12
（±0.5）

  5枚(2.70)
900×450 10枚(4.05)
900×140 30枚(3.78)
600×450 15枚(4.05)
600×300 20枚(3.60)
450×450 20枚(4.05)
450×300 30枚(4.05)

砂          　　岩 18,000 標準品

900×600

4.0
（±1.0）

6.12
（±0.5）

  5枚(2.70)
900×450 ※2 10枚(4.05)
600×450 15枚(4.05)
600×300 20枚(3.60)
450×450 ※2 20枚(4.05)
450×300 30枚(4.05)

ライム こたたき
※1模様注意

18,000 特別仕様
　　　※3

900×600
4.0

（±0.2）
6.12

（±0.5）

  5枚(2.70)
450×600 15枚(4.05)
450×300 30枚(4.05)
300×600 20枚(3.60)

ライム フラット
※1模様注意

18,000 特別仕様
　　　※3

900×600

4.0
（±0.2）

6.12
（±0.5）

  5枚(2.70)
900×450 10枚(4.05)
900×140 30枚(3.78)
600×450 15枚(4.05)
600×300 20枚(3.60)
450×450 20枚(4.05)
450×300 30枚(4.05)

ラ  イ  ム 22,000 特別仕様
　　　※3

900×600
4.0

（±0.2）
6.12

（±0.5）

  5枚(2.70)
600×450 15枚(4.05)
600×300 20枚(3.60)
450×300 30枚(4.05)

木　          　目 22,000 特別仕様
　　　※3

450×800 4.0
（±1.0）

6.12
（±0.5）

10枚(3.60)

220×800 20枚(3.52)

商　品　名 材工設計価格（円/m） 仕　様 寸　　法(㎜) 重量(kg/㎡) 荷　　姿

コーナー成形材
（各種） 1,000 −−− −−−−−−−−−− −−−− 700g×1色

出隅コーナー材
（各種）

4,500
（0.2㎡）

特別仕様
内寸100×100×600
内寸100×100×450

−−−− 10pcs

仕　　様 材工設計価格（円/m） 商　品　名 種　　類 荷　　姿

底目地仕様 〈シート施工〉の費用に
含まれています。 専用ボンドを目地材として使用します。

シーリング
充てん仕様 1,000

ボンドMSコーク（コニシ製） 一成分型変成シリコン 333Pカートリッジ/本

オートンサイディングシーラント（オート化学製） 一成分型変成ウレタン 320Pカートリッジ/本

POSシールタイプ@ S-525（セメダイン製） 二成分型変成シリコン 4R/缶(主剤)  120g/ビニール袋(硬化剤)セット



1.各種ご注文に際しての注意

※ご要望や不明点、価格等の詳細についてはお問合せください。
※記載の商品は予告なく価格及び仕様や取扱いを変更する事がありますのでご了承ください。
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記載内容は2020年5月現在のものです。Vol.3

（1）��設計価格に運賃は含まれていません。
（2）��野丁場外壁100㎡を基準とし、少数㎡の場合は下記表の通りとなります。

（3）��建物の種類、施工壁面の下地及び現場の状況によって価格に多少の差があります。
（4）��シートのロス材は、割付方法によって変化しますので設計価格に含まれていません。

面積 10㎡未満 10〜50㎡未満 50〜100㎡未満
％増 一式 25％増 15％増

※2 受注生産品ならびに各種出隅コーナー材は製造に時間がかかりますので、お早目にご注文ください。
※3 最小ロット100㎡からのご対応となります。（受注生産）
※4  ご注文の集中により在庫切れが生じる場合があります。また100㎡以上のご注文は事前に納期をご確認ください。
● ｢御影フラット｣｢ライムフラット｣以外の商品は調色が可能です。ただし最小ロット100㎡からのご対応となります。

商　品　名 仕　様 色区分 サイズ（mm） 在庫

御影バーナー 標準品
標準色

900×600、600×450、600×300、450×300 在庫品　　※4

900×450、450×450 受注生産　※2

特注色 全サイズ 受注生産　※2

御 影びしゃん 標準品
標準色 900×600、600×450、600×300、450×300 在庫品　　※4

特注色 全サイズ 受注生産　※2

砂　             　岩 標準品
標準色

900×600、600×450、600×300、450×300 在庫品　　※4

900×450、450×450 受注生産　※2

特注色 全サイズ 受注生産　※2

御影こたたき 特別仕様　※3
標準色

全サイズ 受注生産　※2

特注色

御 影フラット 特別仕様　※3
標準色

特注色

ライム こたたき 特別仕様　※3
標準色

特注色

ライム フラット 特別仕様　※3
標準色

特注色

ラ  イ  ム 特別仕様　※3
標準色

特注色

木　             　目 特別仕様　※3
標準色

特注色

お問合せ
東 京 支 店
大 阪 支 店
広島営業所
福岡営業所

本 社
福 崎 工 場

東京都品川区西五反田8-1 - 2
大阪府吹田市豊津町 1 0 - 2 6
広 島 市西区中広町 2 - 2 0 - 9
福岡市博多区博多駅南4-2-10

大阪府吹田市豊津町 4 1 - 2 0
兵庫県神崎郡福崎町西治860-5

〒141-0031
〒564-0051
〒733-0012
〒812-0016

〒564-0051
〒679-2215

TEL.03-6417-0250
TEL.06-6338-8701
TEL.082-291-6200
TEL.092-431-3912

TEL.06-6338-8601
TEL.0790-22-5090

FAX.03-6417-0791
FAX.06-6384-0557
FAX.082-295-0386
FAX.092-471-0295

FAX.06-6338-8606
FAX.0790-22-6474

https://www.y-y-k.co.jp/

標準材工設計価格表に記載されている価格について
本書に記載の標準材工設計価格とは、設計者様が予算の組立てを行うにあたり、各専門工事価格を参考にする為のものとなります。
従って、シート貼り付けにおける費用のみとなっており、一般の施主様が契約される工事価格とは違う意味を持ちます。また地域、建物
の近隣環境等によりましても価格は変動します。
価格に含まれていない費用
● 現場事務所、資材管理（運送及び置場）、工事電源設備及び工事用水、産業廃棄物の処理。
● 足場設備、養生シート及びビニール、付帯工事、既存設備の取外し及び取付け等。
● 下地の洗浄、下地補修及び調整、墨出し・目地処理等。
●消費税（事業者間の公表価格の為）。
● 契約業者様で付加される技術並びに特別なお客様へのサービス等。

前述をご理解頂いた上で、参考（商品種別のグレード確認等）として本書をご利用ください。

一般のお客様へ

2.価格について


