
種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

0.6 7,800 円/㎡

0.8 9,700 円/㎡

1.0 11,600 円/㎡

0.6 8,300 円/㎡

0.8 10,200 円/㎡

1.0 12,200 円/㎡

ポリフォーム4mm 4.0 1,100 円/㎡

無機質高充填フォーム 4.0 1,800 円/㎡

ガラス繊維シート断熱材 5.0 1,800 円/㎡

タイトフレーム 2.5 2,700 円/m

ハゼ棟用タイトフレーム 2.5 8,700 円/m

ケラバタイト（吊子なし） 2.5 2,100 円/ヶ所

軒先面戸・軒先換気面戸 - 2,300 円/m カラーＧＬ　近似色

水止面戸（シーリング共） - 3,300 円/m カラーＧＬ　近似色

エプロン面戸 - 2,300 円/m カラーＧＬ　近似色

見切面戸・見切面戸換気付 - 3,000 円/m カラーＧＬ　近似色

化粧フレーム - 2,300 円/m カラーＧＬ　近似色

下葺：ガルバリウム鋼板　t0.6
上葺：ガルバリウム鋼板　t0.8
（グラスウール10kg/㎥含む）

- 19,100 円/㎡

下葺：ガルバリウム鋼板　ｔ0.6
上葺：カラーＧＬ　標準色　ｔ0.8
（グラスウール10kg/㎥含む）

- 19,600 円/㎡

タイトフレーム 2.5 2,600 円/m

断熱金具 - 2,000 円/m

断熱金具（スライド式） - 2,500 円/m

0.6 8,800 円/㎡

0.8 10,700 円/㎡

0.6 9,200 円/㎡

0.8 11,200 円/㎡

ポリフォーム4mm 4.0 1,100 円/㎡

無機質高充填フォーム 4.0 1,600 円/㎡

ガラス繊維シート断熱材 5.0 1,700 円/㎡

タイトフレーム 2.5 3,600 円/m

ケラバタイト（吊子なし） 2.5 1,200 円/ヶ所

軒先面戸・軒先換気面戸 - 3,000 円/m カラーＧＬ　近似色

水止面戸（シーリング共） - 3,800 円/m カラーＧＬ　近似色

エプロン面戸 - 2,700 円/m カラーＧＬ　近似色

見切面戸・見切面戸換気付 - 3,400 円/m カラーＧＬ　近似色

化粧フレーム - 2,300 円/m カラーＧＬ　近似色

0.6 7,800 円/㎡

0.8 9,700 円/㎡

0.6 8,200 円/㎡

0.8 10,100 円/㎡

ポリフォーム4mm 4.0 1,100 円/㎡

無機質高充填フォーム 4.0 1,800 円/㎡

ガラス繊維シート断熱材 5.0 1,900 円/㎡

タイトフレーム 2.5 1,700 円/m

ケラバタイト 2.5 1,200 円/ヶ所

水止面戸（シーリング共） - 4,300 円/m カラーＧＬ　近似色

エプロン面戸 - 3,300 円/m カラーＧＬ　近似色

見切面戸・見切面戸換気付 - 3,200 円/m カラーＧＬ　近似色

化粧フレーム - 2,800 円/m カラーＧＬ　近似色

備考

※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。
①IC角はぜ折板　K-500の場合
・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型・荷揚げに必要な敷地等条件が合うかご確認下さい。
②IC角はぜ折板　K-300/K-600の場合
・K-300、K-600は現場成型に対応していません。運搬できる長さ（最長16m）までとなります。

※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

裏貼り材

カラーＧＬ　在庫色

ガルバリウム鋼板
本体

IC加工製品　設計材工価格

ボルトレス
折板

・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか、確認をお願いします。

※小口工事（300㎡以下）、高所・夜間作業、急勾配屋根（3寸以上）、単純切妻・単純片流れ以外の変形屋根等の特殊工事は別途お
見積となります。

専用部品

専用部品

IC角はぜ折板
K-600

2022年7月1日

製品

裏貼り材

カラーＧＬ　在庫色

ガルバリウム鋼板
本体

カラーＧＬ　在庫色

ガルバリウム鋼板

裏貼り材

本体

設計材工価格

専用部品

IC角はぜ折板
K-300

本体
二重葺き
断熱工法

IC角はぜ折板
K-500
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

0.5 8,700 円/㎡

0.6 9,900 円/㎡

0.5 9,100 円/㎡

0.6 10,400 円/㎡

ポリフォーム4mm 4.0 1,200 円/㎡

無機質高充填フォーム 4.0 2,100 円/㎡

ガラス繊維シート断熱材 5.0 1,900 円/㎡

タイトフレーム 2.5 1,700 円/m

ケラバタイト - 2,400 円/ヶ所

止面戸（シーリング共） - 3,800 円/m カラーＧＬ　近似色

水上棟面戸 - 2,700 円/m カラーＧＬ　近似色

水切面戸 - 2,900 円/m カラーＧＬ　近似色

0.6 9,400 円/㎡

0.8 11,600 円/㎡

1.0 14,000 円/㎡

0.6 10,000 円/㎡

0.8 12,100 円/㎡

1.0 14,500 円/㎡

ポリフォーム4mm 4.0 1,300 円/㎡

無機質高充填フォーム 4.0 2,200 円/㎡

ガラス繊維シート断熱材 5.0 2,000 円/㎡

タイトフレーム 3.0 3,700 円/m 剣先ラスパートめっき

ケラバタイト - 2,300 円/ヶ所

軒先面戸・軒先換気面戸 - 3,100 円/m カラーＧＬ　近似色

水止面戸（シーリング共） - 3,500 円/m カラーＧＬ　近似色

棟面戸 - 2,800 円/m カラーＧＬ　近似色

見切面戸・見切面戸換気付 - 3,100 円/m カラーＧＬ　近似色

化粧フレーム - 2,000 円/m カラーＧＬ　近似色

0.5 7,500 円/㎡

0.6 8,500 円/㎡

0.8 10,400 円/㎡

1.0 12,500 円/㎡

0.5 7,900 円/㎡

0.6 9,000 円/㎡

0.8 10,800 円/㎡

1.0 12,900 円/㎡

ポリフォーム4mm 4.0 1,200 円/㎡

無機質高充填フォーム 4.0 1,900 円/㎡

ガラス繊維シート断熱材 5.0 1,800 円/㎡

タイトフレーム 2.5 2,400 円/m 剣先ラスパートめっき

ケラバタイト 2.5 1,800 円/ヶ所

軒先面戸・軒先換気面戸 - 2,200 円/m カラーＧＬ　近似色

止面戸（シーリング共） - 2,600 円/m カラーＧＬ　近似色

棟面戸 - 2,200 円/m カラーＧＬ　近似色

見切面戸・見切面戸換気付 - 2,400 円/m カラーＧＬ　近似色

化粧フレーム - 1,700 円/m カラーＧＬ　近似色

備考

※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。
・上記屋根材は現場成型に対応していません。運搬できる長さ（最長16m）までとなります。
・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。
※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

カラーＧＬ　在庫色

カラーＧＬ　在庫色

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板

本体

ボルトレス
折板

カラーＧＬ　在庫色

キックルーフ
520

裏貼り材

専用部品

ガルバリウム鋼板

裏貼り材

本体

裏貼り材

重ね折板

ルーフデッキ
600

専用部品

折板　W-500

専用部品

本体

※小口工事（300㎡以下）、高所・夜間作業、急勾配屋根（3寸以上）、単純切妻・単純片流れ以外の変形屋根等の特殊工事は別途お
見積となります。
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

0.4 10,600 円/㎡ キャップ込み

0.5 10,500 円/㎡ キャップ込み

0.4 11,100 円/㎡ キャップ込み

0.5 11,000 円/㎡ キャップ込み

0.4 13,600 円/㎡ キャップ込み

0.5 14,300 円/㎡ キャップ込み

ポリフォーム - 900 円/㎡

サウンドプルーフ SF-2Rフネン 2.0 3,600 円/㎡

タイトフレーム 2.5 2,500 円/m

唐草 0.4 2,300 円/m Jｸﾗﾌﾄ ｶﾗｰGL標準色

サンバナ - 1,500 円/m Jｸﾗﾌﾄ ｶﾗｰGL標準色

雪止め 雪止め（羽根付）　455ピッチ - 6,100 円/m ステンカラー

本体<切妻> Jクラフト　カラーＧＬ在庫色 0.35 8,600 円/㎡ キャップ込み、吊子別

本体<寄棟> Jクラフト　カラーＧＬ在庫色 0.35 9,100 円/㎡ キャップ込み、吊子別

本体<切妻> Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 8,300 円/㎡

本体<寄棟> Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 8,800 円/㎡

本体<ｱｰﾙ> Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 11,800 円/㎡

止水材 ホットメルト - 900 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム 3.0 1,200 円/㎡

制振材 サウンドプルーフ SF-2Rフネン 2.0 3,600 円/㎡

専用部材 サンバナ - 1,300 円/m

雪止め 雪止め（羽根付）　455ピッチ - 3,800 円/m 高耐食メッキカラー

ガルバリウム鋼板 0.4 8,500 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 9,300 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 18,500 円/㎡

ガルバリウム鋼板 0.4 8,800 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 10,100 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 18,800 円/㎡

ガルバリウム鋼板 0.4 11,500 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 12,200 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 21,700 円/㎡

止水材 ホットメルト - 1,000 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム 3.0 1,400 円/㎡

制振材 サウンドプルーフ SF-2Rフネン 2.0 3,700 円/㎡

専用部材 サンバナ - 1,500 円/m Jクラフト　標準色

雪止め 雪止め（羽根付）　333ピッチ - 4,900 円/m 高耐食メッキカラー

軒先・けらば（唐草下がり30） 0.4 2,300 円/m

軒先・けらば（唐草下がり45） 0.4 2,500 円/m

アールけらば（唐草下がり30） 0.4 3,000 円/m

アールけらば（唐草下がり45） 0.4 3,200 円/m

本棟 0.4 9,000 円/m

片棟 0.4 7,700 円/m

降り棟 0.4 8,300 円/m

雨押え 0.4 6,500 円/m

谷樋 0.4 7,700 円/m

備考
※下葺材、小口工事（60㎡以下）、高所・夜間作業、急勾配屋根（5寸以上）、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。
※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用、現場成型に関する費用等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。
・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型に必要な敷地が確保できるかご確認下さい。
・屋根材運搬の場合は屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

板金役物
（Jｸﾗﾌﾄ標準色）
※ｶﾗｰｽﾃﾝ別途

※標準色につきましては弊社ホームページ・カタログ等でご確認ください。またフッ素樹脂塗装鋼板、カラーステンの在庫色につきまし
ては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

共通部材

Jクラフト　カラーＧＬ標準色

Jクラフト　カラーＧＬ標準色

キャップエース
455

スタンビー
TL-455

立葺き

本体<ｱｰﾙ>

裏貼り材

専用部品

心木なし瓦棒
（仙台）

本体<寄棟>

Jクラフト　カラーＧＬ標準色

本体<切妻>

ICたてひら
スタンビー
TL-333 本体<ｱｰﾙ>

本体<寄棟>

本体<切妻>
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

ガルバリウム鋼板 0.4 9,700 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 10,500 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 23,000 円/㎡

ガルバリウム鋼板 0.4 9,200 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 10,900 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 23,300 円/㎡

バックアップ材 バックアップ材 - 3,500 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム 3.0 1,100 円/㎡

ジョイント 0.4 2,200 円/ヶ所

唐草 0.4 3,300 円/m

けらば（けらばキャップ仕様） 0.4 8,300 円/m

差し棟（勾配5寸以下） 0.4 8,800 円/m

差し棟（勾配5寸超） 0.4 9,400 円/m

雪止め 雪止め（羽根付）　455ピッチ - 4,600 円/m 高耐食メッキカラー

ガルバリウム鋼板 0.4 9,400 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 10,800 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 24,200 円/㎡

ガルバリウム鋼板 0.4 9,800 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 11,100 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 24,600 円/㎡

専用部材 ジョイント 0.4 3,100 円/ヶ所

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 10,300 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 24,600 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.4 10,300 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.4 24,600 円/㎡

バックアップ材 バックアップ材 - 3,500 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム 3.0 1,400 円/㎡

制振材 サウンドプルーフ　SF-2Rフネン 2.0 2,800 円/㎡

ジョイント 0.4 1,800 円/ヶ所

唐草 0.4 3,100 円/m

けらば（けらばキャップ仕様） 0.4 11,100 円/m

差し棟（勾配5寸以下） 0.4 8,400 円/m

差し棟（勾配5寸超） 0.4 8,800 円/m

雪止め 雪止め（羽根付）　455ピッチ - 4,600 円/m 高耐食メッキカラー

けらば（けらば唐草仕様） 0.4 3,600 円/m

本棟 0.4 6,200 円/m

降り棟（通し棟） 0.4 7,300 円/m

雨押え 0.4 5,800 円/m

谷樋 0.4 6,000 円/m

備考
※下葺材、小口工事（60㎡以下）、高所・夜間作業、急勾配屋根（5寸以上）、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。
※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。
・上記屋根材は現場成型に対応していません。運搬できる長さ（最長16m）までとなります。
・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。

ダンビー190
共通部材

標準部品
（Jｸﾗﾌﾄ標準色）
※ｶﾗｰｽﾃﾝ別途

板金役物
（Jｸﾗﾌﾄ標準色）
※ｶﾗｰｽﾃﾝ別途

ICだんぶき
共通部材

本体<寄棟>

本体<切妻>

ICだんぶき

※標準色につきましては弊社ホームページ・カタログ等でご確認ください。またフッ素樹脂塗装鋼板、カラーステンの在庫色につきまし
ては、最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

ダンビー190
ｷｬｯﾌﾟﾚｽ工法

ダンビー190
キャップ工法

本体<切妻>

本体<寄棟>

ダンビー303

本体<寄棟>

本体<切妻>

専用部材
（Jｸﾗﾌﾄ標準色）
※ｶﾗｰｽﾃﾝ別途
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.35 8,700 円/㎡ あやめ付・さざ波付 ※

カラーステン　在庫色 0.3 18,600 円/㎡ あやめ付・さざ波付 ※

Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.35 9,000 円/㎡ あやめ付・さざ波付 ※

カラーステン　在庫色 0.3 19,000 円/㎡ あやめ付・さざ波付 ※

本体<切妻> Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.35 11,500 円/㎡ あやめ無・さざ波無 ※

本体<寄棟> Jクラフト　カラーＧＬ標準色 0.35 11,900 円/㎡ あやめ無・さざ波無 ※

本体<切妻> カラーＧＬ　在庫色 0.35 8,800 円/㎡

本体<寄棟> カラーＧＬ　在庫色 0.35 9,100 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム 3.0 1,200 円/㎡

制振材 サウンドプルーフ SF-2RT 2.0 4,000 円/㎡ 幅100mm

軒先（唐草下がり30） 0.35 2,000 円/m

軒先（唐草下がり45） 0.35 2,000 円/m

けらば（唐草下がり30） 0.35 3,300 円/m

けらば（唐草下がり45） 0.35 3,300 円/m

けらば（けらばキャップ仕様） 0.35 11,400 円/m

本棟 0.35 4,800 円/m

降り棟（差棟仕様） 0.35 12,000 円/m

降り棟（通し棟仕様） 0.35 5,900 円/m

雨押え 0.35 4,300 円/m

谷樋（本谷） 0.35 6,800 円/m

軒先（改修スターターA） 0.35 4,100 円/m

けらば（改修差込けらば） 0.35 4,500 円/m

雨押え（改修差込式雨押え＋化粧水切り） 0.35 7,900 円/m

雪止め 雪止め（羽根付）　455ピッチ - 2,600 円/m SUS430カラー

本棟用　L=909 - 25,500 円/本

本棟用　L=1,818 - 41,500 円/本

片棟用　L=909 - 23,200 円/本

片棟用　L=1,818 - 37,100 円/本

本棟用　L=909 - 27,000 円/本

本棟用　L=1,818 - 42,400 円/本

片棟用　L=909 - 23,900 円/本

片棟用　L=1,818 - 38,200 円/本

本棟用　L=909 - 22,900 円/本

本棟用　L=1,818 - 36,200 円/本

片棟用　L=909 - 22,300 円/本

片棟用　L=1,818 - 34,900 円/本

備考

※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
※ヒランビー220はあやめ付・さざ波付以外、スーパーヒランビーはあやめ無・さざ波無以外は特注品として別途となります。
※ヒランビー220・スーパーヒランビーは長さが1818mm・3636mmの定尺品となります。長尺の対応はしていません。
※ツインビー340の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。
・屋根長さが16mを超える場合は現場成型となります。現場成型に必要な敷地が確保できるかご確認下さい。
・屋根材運搬の場合は屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。
※IC大浪・中浪の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。
・IC大浪・中浪は現場成型に対応していません。運搬できる長さ（最長16m）までとなります。
・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。
※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

ツインビー340

ICひらぶき
よこぶき2段

本体<寄棟>

本体<切妻>
ヒランビー

220

※下葺材（ICひらぶき・よこぶき2段）、小口工事（60㎡以下）、高所・夜間作業、急勾配屋根（5寸以上）、変形屋根等の特殊工事は別
途お見積となります。

スーパー
ヒランビー

改修用板金役物
（Jｸﾗﾌﾄ標準色）
※ｶﾗｰｽﾃﾝ別途

DS換気棟

（Jｸﾗﾌﾄ標準色）
※ｶﾗｰｽﾃﾝ別途

ICだんぶき
ICひらぶき
よこぶき2段

スタンビー333

スタンビー455

板金役物
（Jｸﾗﾌﾄ標準色）
※ｶﾗｰｽﾃﾝ別途共通部材
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

0.4 10,700 円/㎡

0.5 11,300 円/㎡

Jクラフト　カラーＧＬ在庫色 0.4 11,700 円/㎡

木目チェリー・ダークチェリー 0.5 14,000 円/㎡

水切・たて用ジョイナー 0.4 2,600 円/m 木目20%UP

スターター 0.4 1,700 円/m 木目20%UP

出隅セット 0.4 6,300 円/m 木目20%UP

差込出隅 0.4 4,800 円/m 木目20%UP

入隅セット 0.4 6,600 円/m 木目20%UP

差込入隅 0.4 4,200 円/m 木目20%UP

縦目地ジョイナーセット 0.4 5,100 円/m 木目20%UP

廻り縁A 0.4 3,300 円/m 木目20%UP

廻り縁Bセット 0.4 4,800 円/m 木目20%UP

ケミカル面戸（シーリング共） - 1,400 円/m

本体 Jクラフト　カラーＧＬ在庫色 0.4 13,300 円/㎡

たて用ジョイナー・水切 0.4 2,500 円/m

たて用出隅 0.4 3,500 円/m

たて用入隅 0.4 3,500 円/m

廻り縁 0.4 2,400 円/m

よこ用ジョイナー 0.4 3,000 円/m

よこ用出隅 0.4 3,200 円/m

よこ用入隅 0.4 3,200 円/m

ケミカル面戸（シーリング共） - 2,100 円/m

0.4 7,000 円/㎡

0.5 7,400 円/㎡

0.6 8,200 円/㎡

0.8 9,600 円/㎡

0.4 7,600 円/㎡

0.5 7,700 円/㎡

0.6 8,600 円/㎡

0.8 10,000 円/㎡

0.35 6,300 円/㎡

0.4 6,900 円/㎡

0.5 7,300 円/㎡

0.35 6,900 円/㎡

0.4 7,500 円/㎡

0.5 7,600 円/㎡

0.27 5,600 円/㎡

0.35 6,400 円/㎡

0.4 6,900 円/㎡

0.5 7,300 円/㎡

0.27 6,100 円/㎡

0.35 6,900 円/㎡

0.4 7,500 円/㎡

0.5 7,700 円/㎡

0.27 5,600 円/㎡

0.35 6,300 円/㎡

0.4 6,900 円/㎡

0.27 6,000 円/㎡

0.35 6,900 円/㎡

0.4 7,500 円/㎡

専用部材 ケミカル面戸 - 1,000 円/m

0.35 7,200 円/㎡

0.4 7,800 円/㎡

0.5 8,100 円/㎡

0.35 7,800 円/㎡

0.4 8,400 円/㎡

0.5 8,500 円/㎡

備考
※小口工事（100㎡以下）、下地（胴縁・防水シート等）工事、高所・夜間作業、開口部他特殊工事は別途お見積となります。
※足場、工事用電源、現場配送費等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

デプス
サイディング

本体
F-1/F-1リブ

本体ハーフ380

角波シリーズ

ボルトレス
サイディング

セルディー本体 Jクラフト　カラーＧＬ在庫色

パルディー本体

ガルバリウム鋼板

標準役物

カラーＧＬ　在庫色

ガルバリウム鋼板

カラーＧＬ　在庫色

本体
F-3/F-3リブ
F-4/F-4リブ

カラーＧＬ　在庫色

本体　M-5

本体　R-6

カラーＧＬ　在庫色

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板

カラーＧＬ　在庫色

ガルバリウム鋼板

標準役物
内装用

ファントン

セルディー
パルディー
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

ガルバリウム鋼板 0.5 11,700 円/㎡

カラーＧＬ　在庫色 0.5 12,300 円/㎡

木目チェリー・ダークチェリー 0.5 14,600 円/㎡

ガルバリウム鋼板 0.5 10,500 円/㎡

カラーＧＬ　在庫色 0.5 11,000 円/㎡

木目チェリー・ダークチェリー 0.5 13,000 円/㎡

たて用ジョイナー 0.5 3,000 円/m 木目20%UP

水切 0.5 3,000 円/m 木目20%UP

差込出隅 0.5 4,500 円/m 木目20%UP

差込入隅 0.5 4,500 円/m 木目20%UP

廻り縁 0.5 3,000 円/m 木目20%UP

よこ用ジョイナー 0.5 3,500 円/m 木目20%UP

出隅 0.5 3,500 円/m 木目20%UP

入隅 0.5 3,500 円/m 木目20%UP

軒天水切 0.5 2,700 円/m 木目20%UP

ケミカル面戸（シーリング共） - 2,100 円/m

ガルバリウム鋼板 0.27 5,200 円/㎡

カラーＧＬ　在庫色 0.27 5,700 円/㎡

カラーステン　在庫色 0.3 12,800 円/㎡

JFE木目プリント　在庫色 0.25 8,700 円/㎡

ニスク木目プリント　在庫色 0.27 9,200 円/㎡

リブスター　GL-76 0.27 9,100 円/㎡

リブスターディンプル　GL-76 0.27 8,900 円/㎡

0.35 6,000 円/㎡

0.4 6,600 円/㎡

0.5 7,100 円/㎡

0.6 8,100 円/㎡

0.35 6,700 円/㎡

0.4 7,400 円/㎡

0.5 7,500 円/㎡

0.6 8,500 円/㎡

0.27 7,000 円/㎡

0.35 6,000 円/㎡

0.4 6,600 円/㎡

0.5 7,000 円/㎡

0.27 5,700 円/㎡

0.35 6,700 円/㎡

0.4 7,300 円/㎡

0.5 7,400 円/㎡

備考
※コーキング工事は含まれていません。
※小口工事（100㎡以下）、下地（胴縁・防水シート等）工事、高所・夜間作業、開口部他特殊工事は別途お見積となります。
※足場、工事用電源、現場配送費等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

IC中浪

IC大浪

本体
（2山半重ね）

本体
（1山半重ね）

カラーＧＬ　在庫色

カラーＧＬ　在庫色

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板

本体

本体

スパン150

角スパン156

スパンドレル
シリーズ

共通部材 標準役物

リブスター

リブナミ
リブ浪

本体

本体
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

0.5 8,600 円/㎡

0.6 9,300 円/㎡

0.5 9,000 円/㎡

0.6 9,700 円/㎡

ポリフォーム - 1,000 円/㎡

無機質高充填フォーム 4.0 1,600 円/㎡

ガラス繊維シート断熱材 5.0 1,600 円/㎡

固定金具 - 2,300 円/㎡

補強材 0.5 2,400 円/m

0.5 13,500 円/m

0.6 15,400 円/m

0.5 12,800 円/m

0.6 14,600 円/m

0.5 17,400 円/m

0.6 19,800 円/m

カルフォミクス 4,000 円/㎡

安全ネット（1本：幅3.3m・長さ44m） - 1,800 円/㎡

明り採り（1.5mm厚）補強材・ﾊﾟｯｷﾝ込 1.5 19,500 円/m L-2.12m。ロス別途加算

0.5 9,800 円/㎡

0.6 10,800 円/㎡

0.5 10,400 円/㎡

0.6 11,400 円/㎡

ポリフォーム - 1,200 円/㎡

無機質高充填フォーム 4.0 2,100 円/㎡

ガラス繊維シート断熱材 5.0 1,900 円/㎡

タイトフレーム 2.5 2,600 円/m

止面戸（シーリング共） - 4,100 円/m カラーＧＬ　在庫色

水上棟面戸 - 3,000 円/m カラーＧＬ　在庫色

水切面戸 - 3,300 円/m カラーＧＬ　在庫色

安全ネット - 1,800 円/㎡

備考

※小口工事（300㎡以下）、高所・夜間作業、急勾配屋根（5寸以上）、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。
※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。
・上記屋根材の成型機は現場成型に対応していません。運搬できる長さ（最長16m）までとなります。
・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。
※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

ガルバリウム鋼板

カラーＧＬ　在庫色

裏貼り材

本体
（ﾎﾞﾙﾄｶｯﾄ含む）

ガルバリウム鋼板

※カバールーフ520及びカバールーフ780直接工法では既存スレートに穴を開けて本体を留め付けるため建物内にスレートの粉塵
が落ちます。またカバールーフ780間接工法においてもスレートに穴を開けずに施工しますが作業中は屋根上の移動に伴い埃等が
落ちますのでいずれの場合にも室内の養生をお願い致します。

※本体または金具等を留め付ける既存の下地（胴縁・母屋・ALC・RC等）やフックボルトが十分な強度を保持しているか確認の上、施
工して下さい。

ラジアル・水上（製品長さ1.7m）

ラジアル・棟（製品長さ1.4m）

ラジアル・軒先（製品長さ1.5m）

改修工法
<ｽﾚｰﾄ改修>

Jクラフト　カラーＧＬ在庫色

カバールーフ
780

専用部材

裏貼り材

専用部品

カバールーフ
520

本体
（ﾎﾞﾙﾄｶｯﾄ含む）
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

0.4 9,300 円/㎡

0.5 4,200 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム - 1,200 円/㎡

タイトフレーム剣先無し - 1,700 円/㎡

唐草 - 3,500 円/㎡

エプロン面戸 - 3,300 円/㎡

止面戸（シーリング共） - 4,200 円/㎡

0.4 9,700 円/㎡

0.5 4,200 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム - 1,300 円/㎡

タイトフレーム剣先無し - 1,900 円/㎡

唐草 - 3,800 円/㎡

エプロン面戸 - 3,700 円/㎡

止面戸（シーリング共） - 4,400 円/㎡

0.4 10,200 円/㎡

0.5 10,400 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム - 1,000 円/㎡

制振材 制振断熱材 2.0 3,900 円/㎡

タイトフレーム 2.5 2,300 円/m

唐草 0.4 2,300 円/m カラーＧＬ　在庫色

サンバナ - 1,300 円/m カラーＧＬ　在庫色

雪止め 雪止め（羽根付）　418ピッチ - 6,900 円/m

0.4 9,500 円/㎡

0.5 9,800 円/㎡

裏貼り材 ポリフォーム - 900 円/㎡

制振材 サウンドプルーフ SF-2Rフネン 2.0 3,600 円/㎡

タイトフレーム 2.5 2,200 円/m

唐草 0.4 2,300 円/m カラーＧＬ　在庫色

サンバナ - 1,200 円/m カラーＧＬ　在庫色

雪止め 雪止め（羽根付）　455ピッチ - 6,400 円/m

備考
※小口工事（300㎡以下）、高所・夜間作業、急勾配屋根（5寸以上）、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。
※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。

※屋根材の長さを設計する際には、以下の点を考慮して下さい。
・上記屋根材の成型機は現場成型に対応していません。運搬できる長さ（最長16m）までとなります。
・屋根材を積んだ状態での車両全長・重量等が搬入経路の条件に合致するか確認をお願いします。
※在庫色につきましては最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。

本体

専用部品

本体

カバールーフ
455

改修工法
<瓦棒改修>

キャップエース
455

専用部品

本体 カラーＧＬ　在庫色

キャップエース
418

カバールーフ
418

本体

カラーＧＬ　在庫色

カラーＧＬ　在庫色

カラーＧＬ　在庫色

専用部品

※本体または金具等を留め付ける既存の下地（胴縁・母屋・ALC・RC等）やフックボルトが十分な強度を保持しているか確認の上、施
工して下さい。

専用部品
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種類 材質/その他
厚さ

（mm）
摘要

IC加工製品　設計材工価格
2022年7月1日

製品 設計材工価格

- 既存屋根　ルーフデッキ600 - 6,700 円/㎡

- 既存屋根　折板W-500 - 5,900 円/㎡

- 既存屋根　瓦棒 - 6,500 円/㎡

- 既存外壁　小波スレート - 6,900 円/㎡

- フラット外壁用金具仕様 - 7,000 円/㎡

- 既存外壁　ALC（ALCｱﾝｶｰ仕様） - 8,600 円/㎡

- 既存外壁　RC（ALCｱﾝｶｰ仕様） - 8,700 円/㎡

備考
※ワイルキャッチ工法に使用する部材は単独では販売致しておりません。IC外装製品とセットでご採用お願い致します。

※小口工事（300㎡以下）、高所・夜間作業、急勾配屋根（5寸以上）、変形屋根等の特殊工事は別途お見積となります。
※足場、工事用電源、現場配送費、材料の荷揚げに関する費用等は含まれておりません。
※施工管理費、法定福利費、諸経費は含まれておりません。
※製品長さ・現場成型等につきましてはご採用いただく仕上げ外装材の備考欄をご参照ください。

※屋根改修の場合、現場の条件や既存屋根材の梁間間隔によっては取り付けできる箇所にすべて取り付けても強度が不足する場
合があります。事前に耐風圧性能のご検討をお願い致します。

※本体または金具等を留め付ける既存の下地（胴縁・母屋・ALC・RC等）やフックボルトが十分な強度を保持しているか確認の上、
施工して下さい。

ワイルキャッチ工法
（ベース金具＋ｷｬｯﾁﾌﾚｰﾑ）

※屋根・外壁本体は別途
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