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標準設計価格表



多様化するニーズに、信頼と実績でお応えする

あらゆる環境、さまざまな用途に合わせて対応する、充実のラインアップ

共通注意事項
 本カタログ掲載の設計価格には消費税および法定福利費は含まれておりません。
 表示価格は標準的な使用材料・通常足場での連続作業による積算基準面積あたりの歩掛りを基に算出した直接工事費であり、使
用材料の組み合わせや色分類、作業足場や施工上の制約、下地の状況などにより変動する場合があります。また、北海道、沖縄
地区、離島および寒冷地での冬季施工は別途見積りとなります。

 積算基準面積未満の工事の場合は割増見積りとなります。
 詳細は弊社代理店または販売窓口までお問合せ下さい。
 各使用材料を実際に調合および施工する場合は、使用者の責任において、当社発行の技術資料などに従い行って下さい。

目次

• アロンウオール (p.2)
剥落防止工法や特殊工法
および下地処理工法も掲載

• クリアウオール (p.6)
• アロンコートSQ (p.7)
• アロンQD防錆コート (p.9)
• アロンQDベランダ (p.9)
• アロンQDスレート (p.10)
• アロンQD二重床 (p.10)
• アロンQDタイル (p.11)
• アロンEL (p.11)
• アロンカチオクリート (p.12)
• アロンQD-S (p.13)
• アクアプルーフ (p.14)
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超高機能保護被覆工法 アクリルゴム・外壁化粧防水工法

昭和42年にアクリル系ポリマーをベースとする一液性吹付防水材を開発。昭和47年上市以来、全国
に数多くの実績を誇り、業界トップメーカーとしての座を不動のものにしています。

アロンウオールは、厳しい管理体制のもとに安定した品質を常に維持し、また、メーカー・施工店・ディー
ラーとの三位一体による責任施工体制を確立し「全国アロンコート・アロンウオール防水工事業協同組合
員」が責任を持って施工します。アロンウオール防水材は、アクリルゴムエマルションを使用し、柔軟かつ
弾力性に富み下地のひび割れによく追従し、またｰ40℃～+80℃と耐寒・耐熱性に優れ、塩害・凍害・風
害・錆より建物を長期に亘って美しく守ります。

設計価格
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種類 艶 製品名

ＳＴＭ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 8,200 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 8,200 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 8,200 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 8,200 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 8,700 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 8,000 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 8,000 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 8,300 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 8,500 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 7,900 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 10,400 円/㎡

ＮＥＯ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 7,700 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 7,700 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 7,700 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 7,700 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 8,200 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 7,500 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 7,500 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 7,800 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 8,000 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 7,400 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 9,900 円/㎡

ＳＴ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 7,700 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 7,700 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 7,700 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 7,700 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 8,200 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 7,500 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 7,500 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 7,800 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 8,000 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 7,400 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 9,900 円/㎡

ＥＲ工法 水系 リシン アクリル 全艶消し アロンERリシンベース 7,000 円/㎡
水系 ジュラク アクリル 全艶消し アロンERリシンベース 7,100 円/㎡

低汚染 水系 アクリルシリコン仕様 アクリルシリコン 全艶消し アロン水性スーパーカラーSi 11,600 円/㎡
強溶剤 柔軟形アクリルウレタン仕様 アクリルウレタン 全艶消し アロンウオールFC(DX)スーパー 11,900 円/㎡

ＭＳ工法 アクリルシリコン 7分艶消し アロンウオールＭＳ水性クリヤー 16,200 円/㎡

(追加積算項目） 目地仕上げ処理(目地棒7mm幅張付けと撤去) 2,700 円/m

目地仕上げ処理(目地棒25mm幅張付けと撤去) 3,400 円/m

注1）積算基準面積：1000㎡

注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

工法名 仕様
仕上塗料

設計価格

漆喰工法



カビが発生している建物やカビの発生しやすい建物に対して適用可能な防カビ性能に優れたアロンウ
オールです。湿気が多く結露しやすい外壁や、室内プール・食品工場等に多く採用されています。

国土交通省公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編)対応工法

アロンウオールは、「アクリルゴム系外壁塗膜防水材」として国土交通省公共建築改修工事標準仕様
書 (建築工事編)に掲載されています。仕様書で規定される固形分による防水材の膜厚補正を行う点
が標準工法と異なり、標準工法より1㎡あたり200円/㎡高くなります。
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種類 艶 製品名

ＳＴＭ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 8,400 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 8,400 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 8,400 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 8,400 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 8,900 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 8,200 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 8,200 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 8,500 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 8,700 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 8,100 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 10,600 円/㎡

ＳＴ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 7,900 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 7,900 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 7,900 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 7,900 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 8,400 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 7,700 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 7,700 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 8,000 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 8,200 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 7,600 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 10,100 円/㎡

ＥＲ工法 水系 リシン アクリル 全艶消し アロンERリシンベース 7,200 円/㎡
水系 ジュラク アクリル 全艶消し アロンERリシンベース 7,300 円/㎡

漆喰工法 低汚染 水系 アクリルシリコン仕様 アクリルシリコン 全艶消し アロン水性スーパーカラーSi 11,800 円/㎡
強溶剤 柔軟形アクリルウレタン仕様 アクリルウレタン 全艶消し アロンウオールFC(DX)スーパー 12,100 円/㎡

ＭＳ工法 アクリルシリコン 7分艶消し アロンウオールＭＳ水性クリヤー 16,400 円/㎡

注1）積算基準面積：1000㎡

注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

工法名 仕様
仕上塗料

設計価格

種類 艶 製品名

防カビ 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 8,400 円/㎡

ＳＴＭ工法 低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 8,400 円/㎡
強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 8,900 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 8,200 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 8,500 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 8,700 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 8,100 円/㎡

防カビ 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 7,900 円/㎡

ＳＴ工法 低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 7,900 円/㎡
強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 8,400 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 7,700 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 8,000 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 8,200 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 7,600 円/㎡

注１）積算基準面積：1000㎡

注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

設計価格工法名 仕様
仕上塗料



アロンウオールリフレッシュ工法は、アロンウオールの再改修専用工法です。「RA-」と表記される工法は、防
水機能と意匠性を初期の状態に復元します。記号「RB-」と表記される工法は、意匠性のみの復元を行う工
法で模様層と仕上塗料で意匠を復元させ建物を美しく蘇らせます。
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種類 艶 製品名

ＲＡ-ＳＴM工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 6,700 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 6,700 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 6,700 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 6,700 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 7,200 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 6,500 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 6,500 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 6,800 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 7,000 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 6,400 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 8,900 円/㎡

ＲＡ-ＮＥＯ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 6,800 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 6,800 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 6,800 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 6,800 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 7,300 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 6,600 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 6,600 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 6,900 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 7,100 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 6,500 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 9,000 円/㎡

ＲＡ-ＳＴ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 6,500 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 6,500 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 6,500 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 6,500 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 7,000 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 6,300 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 6,300 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 6,600 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 6,800 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 6,200 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 8,700 円/㎡

ＲＢ-ＭＳ工法 （アロンウオールMS工法の意匠性復元工法） アクリルシリコン 7分艶消し アロンウオールＭＳ水性クリヤー 10,000 円/㎡

(追加積算項目） 目地仕上げ処理(目地棒7mm幅張付けと撤去) 4,400 円/m

目地仕上げ処理(目地棒25mm幅張付けと撤去) 5,700 円/m

注1）積算基準面積：1000㎡

注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

設計価格工法名 仕様
仕上塗料



アロンウオールに、ピンニングとガラス繊維ネット張りを追加した工法です。アロンウオールの防水・躯体
保護機能に剥落防止機能がプラスされます。剥落防止工法と仕上工法を別に行う場合に比べて、防
水機能が付与され長寿命化効果が期待されるばかりでなく、効率的で経済的です。
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種類 艶 製品名

ＰＮ-ＳＴM工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 14,200 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 14,200 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 14,200 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 14,200 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 14,700 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 14,100 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 14,000 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 14,300 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 14,600 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 13,900 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 16,400 円/㎡

ＰＮ-ＳＴ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 13,700 円/㎡
低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 13,700 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 13,700 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 13,700 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 14,200 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 13,500 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 13,500 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 13,800 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 14,000 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 13,400 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 15,900 円/㎡

注1）積算基準面積：250㎡

注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

設計価格工法名 仕様
仕上塗料

剥落防止工法

接着性に優れたアロンカチオクリートを下地の修正を兼ねて下塗りし、その上に耐アルカリ性に優れた合成
繊維ビニロン製ネットをアロンケミカルピンで固定し、さらにアロンカチオクリートを中塗り、および上塗りして剥
落防止層を形成させる外壁の剥落防止工法です。別途、仕上塗り工事が必要です。

（工法の詳細は、アロンウオールカタログを参照してください）

アロンＡＣＣ･ピン･ネット剥落防止工法 10,900 円/㎡

注1)積算基準面積：250㎡

工法名 設計価格



ジョリパット工法
東亞合成とアイカ工業㈱が共同で開発した工法で、アロンウオールでジョリパット用の防水下地を作り、

その上からジョリパットを施工します。防水下地部分とジョリパット部分とで工事体制が分かれることがあり
ますので、実施検討の際は事前に十分なお打ち合わせをお願いいたします。ジョリパットネオの最新の
設計価格は、アイカ工業㈱にお問い合わせください。

（下地処理工法）
アロンACC工法とは、アロン建材シリーズの工事の際に用いる下地処理工法群の名称です。特長は、①ア

ロンカチオクリートによる下地調整や断面修復の提案、②下地挙動緩衝材（アロンウオールSH）によるひび割
れ処理の提案、③浮き部ピンニング本数を減じる提案、の３つです。ここでは、アロンウオールでよくつかわ
れる下地挙動緩衝材塗布を示します。その他の工法については、お問い合わせください。

ジョリパット用 ローラー塗布

防水下地仕様 吹付け

ワイルドランダム 全艶消し ジョリパットネオ(アイカ工業㈱製) 11,700 円/㎡

ジョリパット用防水下地仕様 エンシェントブリック 全艶消し ジョリパットネオ(アイカ工業㈱製) 12,500 円/㎡

＋ 玉石エンシェントブリック 全艶消し ジョリパットネオ(アイカ工業㈱製) 12,700 円/㎡

ジョリパットネオ(アイカ工業㈱) 校倉（あぜくら） 全艶消し ジョリパットネオ(アイカ工業㈱製) 12,500 円/㎡

　　　※最新の設計価格を ブリュームロッシュ 全艶消し ジョリパットネオ(アイカ工業㈱製) 12,000 円/㎡

　　　　　　ご確認ください。 あやめランダムＲ 全艶消し ジョリパットネオ(アイカ工業㈱製) 11,200 円/㎡

ロック 全艶消し ジョリパットネオ(アイカ工業㈱製) 10,800 円/㎡

小粒ロックＳ 全艶消し ジョリパットネオ(アイカ工業㈱製) 10,800 円/㎡

注1）積算基準面積：300㎡

設計価格工法名 仕様
仕上げ

7,100 円/㎡

下地挙動緩衝材塗布 ひび割れ幅：0.2～0.5mm アロンウオールSH 1,200 円/m

アロンカチオクリート

アロンウオールSH

注1)積算基準量：100m

1,500 円/mひび割れ幅：0.5～2.0mm

使用製品処理名 設計価格
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ハイソリッドアクリルウレタン系タイル張り仕上げ外壁用改修工法

クリアウオールは、鉄筋コンクリート造タイル張り仕上げ外壁に適用します。柔軟で透明度の高いクリアウオー
ルは、タイル外壁の外観を変えることなく目地モルタルを保護し、雨水の浸入を防ぐことで外壁からの雨漏り
を防ぎ、タイルの剥離を予防します。

外観を維持するために、全艶消しクリヤーで仕上げます。さらに、浮きの無い割れたタイルは極力張り替え
ないことで、タイル張り替えによる色不一致による外観不良が低減できます。

クリアウオール施工後の維持保全については、打診検査での浮きの判別を妨げず、特殊建築物定期調査
の打診検査が可能です。また、定期的な塗替工法の提案も可能です。

設計価格

艶 製品名

Ｓ-１工法 標準 全艶消し クリアウオールCT-300 6,500 円/㎡

Ｓ-２工法 斜壁・漏水面・防水重要面(窓台,笠木天端等) 全艶消し クリアウオールCT-300 9,600 円/㎡

(追加積算項目） ひび割れパテ処理(幅0.2～0.5mm) 900 円/m

ひび割れパテ処理(幅0.5～1.0mm) 1,200 円/m

注1）積算基準面積：1000㎡

注2)磁器質タイル、せっ器質タイル以外には適用できません。

注3）タイルの剥落、欠損箇所などの補修は別途見積りとなります。

注4)既設シーリング材からの揮発成分による塗膜の影響(ふくれ、剥がれ、汚染など)があるため、指定シーリング材での撤去・打ち替えを行ってください。

注5)斜壁、笠木、窓台およびこれに準ずる部位、ならびに漏水が認められる壁面にはS-2工法を適用してください。

注6)タイル目地深さが3mmを超える場合、既に塗装されたタイルなどへは施工できません。

注7)施工後に発生したタイル面のひび割れは、建物の構造に起因するもので、防水効果が発揮できない場合があります。

設計価格工法名 仕様
仕上塗料
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環境対応型 ２成分反応形アクリルゴム・屋根塗膜粧防水工法

アロンコートSQは、水系の「２成分反応形アクリルゴム」を防水層とする屋根塗膜防水工法です。
軽量、複雑な納まりへの対応、シームレスといった従来の塗膜防水の特長に加え、耐久性と信頼性が高く
、環境に配慮しています。さらに、従来の塗膜防水工法では対応が難しい勾配面への施工性や各種既存
防水層との付着性に優れることで、コストパフォーマンスの高い「かぶせ工法」による改修提案が可能です。
「２成分反応形アクリルゴム」は新ジャンルの防水で、「建設技術審査証明」（一般財団法人日本建築セン
ター）を取得し、その品質を説明しています。

（１）基本工法

設計価格
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仕上区分 艶 製品名

ＳＱ-Ｓ工法 陸屋根露出密着工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 8,700 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 9,300 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 9,900 円/㎡
防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 10,200 円/㎡

全艶消し アロン水性RU 10,200 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 10,600 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 11,300 円/㎡
耐摩耗仕上げ 全艶消し アロン水性RU 13,100 円/㎡

半艶消し アロンMDルーフカラーSi 13,500 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 14,100 円/㎡

ＳＱ-Ｍ工法 陸屋根露出密着工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 11,000 円/㎡

(露出アスファルト防水改修工法) 半艶消し アロンMDルーフカラーSi 11,600 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 12,200 円/㎡

防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 12,600 円/㎡
全艶消し アロン水性RU 12,600 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 13,000 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 13,600 円/㎡
耐摩耗仕上げ 全艶消し アロン水性RU 15,400 円/㎡

半艶消し アロンMDルーフカラーSi 15,800 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 16,500 円/㎡

ＳＱ-ＴＫ工法 通気緩衝工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 10,700 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 11,300 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 11,900 円/㎡
防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 12,200 円/㎡

全艶消し アロン水性RU 12,200 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 12,600 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 13,300 円/㎡
耐摩耗仕上げ 全艶消し アロン水性RU 15,100 円/㎡

半艶消し アロンMDルーフカラーSi 15,500 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 16,100 円/㎡

ＳＱ-ＫＳ工法 通気緩衝工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 11,400 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 11,900 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 12,500 円/㎡
防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 12,900 円/㎡

全艶消し アロン水性RU 12,900 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 13,300 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 13,900 円/㎡

ＳＱ-Ｋ工法 勾配屋根露出密着工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 9,200 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 10,000 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 10,900 円/㎡

注1)積算基準面積：300㎡

工法名 仕様
仕上塗料

設計価格



（２）特殊工法

アロンコートSQの再改修専用工法です。経済的に防水機能を復元することができます。
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仕上区分 艶 製品名

ＳＱ-ＡＳ工法 アスファルトシングル葺き屋根改修専用工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 7,600 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 8,500 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 9,400 円/㎡

ＳＱ-ＲＳ工法 スレート瓦葺き屋根改修専用工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 8,900 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 9,800 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 10,600 円/㎡

ＳＱ-ＳＰ工法 あご付きパラペット天端専用工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 6,800 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 7,400 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 8,000 円/㎡
防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 8,300 円/㎡

ＳＱ-ＳＰ工法 庇専用工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 6,000 円/㎡

（メッシュなし） 半艶消し アロンMDルーフカラーSi 6,500 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 7,200 円/㎡

防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 7,500 円/㎡

ＳＱ-ＫＤ工法 ＲＣ造ドーム屋根 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 8,400 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 8,900 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 9,500 円/㎡
防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 9,900 円/㎡

全艶消し アロン水性RU 9,900 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 10,300 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 10,900 円/㎡
耐摩耗仕上げ 全艶消し アロン水性RU 12,700 円/㎡

半艶消し アロンMDルーフカラーSi 13,200 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 13,800 円/㎡

ＳＱ-ＲＰ工法 小屋根密着工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 8,400 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 9,000 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 9,600 円/㎡
防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 9,900 円/㎡

全艶消し アロン水性RU 9,900 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 10,300 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 11,000 円/㎡
耐摩耗仕上げ 全艶消し アロン水性RU 12,800 円/㎡

半艶消し アロンMDルーフカラーSi 13,200 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 13,800 円/㎡

ＳＱ-ＨＷ工法 塔屋壁面露出密着工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 7,800 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 8,600 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 9,500 円/㎡

ＳＱ-ＨＤ工法 保護密着工法 (全面絶縁シート施工：別途工事) 9,700 円/㎡

ＳＱ-ＵＷ工法 地下外壁密着工法 (保護緩衝材張りまたは塗布：別途工事) 5,500 円/㎡

注1)積算基準面積：300㎡(SQ-RP工法は100㎡未満)

設計価格工法名 仕様
仕上塗料

仕上区分 艶 製品名

ＳＱ-ＲＡ工法 アロンコートSQ専用改修工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 6,400 円/㎡

（陸屋根用） 半艶消し アロンMDルーフカラーSi 6,900 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 7,500 円/㎡

防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 7,900 円/㎡
全艶消し アロン水性RU 7,900 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 8,300 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 8,900 円/㎡
耐摩耗仕上げ 全艶消し アロン水性RU 10,700 円/㎡

半艶消し アロンMDルーフカラーSi 11,100 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 11,800 円/㎡

ＳＱ-ＲＫ工法 アロンコートSQ専用改修工法 標準仕上げ 全艶消し アロン水性RU 6,800 円/㎡

（勾配屋根用） 半艶消し アロンMDルーフカラーSi 7,600 円/㎡
(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 8,500 円/㎡

注1)積算基準面積：300㎡

設計価格工法名 仕様
仕上塗料



高弾性厚膜・アクリルゴム・防水防錆工法

折板屋根・瓦棒屋根などの金属製屋根に多く採用されます。２成分反応形アクリルゴムの優れた柔軟性・
耐久性・ガスバリヤー性を防食塗装に応用しました。防錆顔料入りのプライマーの化学的防錆を、アクリルゴ
ムの中塗材が長期間保護することで、耐久性に優れ高い防錆効果を有した塗膜防水工法となります。

設計価格

高弾性厚膜・アクリルゴム・ベランダ防水工法

ベランダ用の塗膜防水工法です。２成分反応形アクリルゴムを応用し、オール水系で環境にやさしい防水
を提案します。

設計価格
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艶 製品名

ＱＶ工法 防滑仕上げ 全艶消し アロンFTS 7,500 円/㎡

注1)積算基準面積：250㎡(5㎡×50戸)

設計価格工法名 仕様
仕上塗料

艶 製品名

ＱＢ工法 防水仕様 全艶消し アロン水性RU 6,100 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 6,900 円/㎡

遮熱防水仕様 (遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 7,800 円/㎡

(追加積算項目） シーリング処理 700 円/m

ボルト部主材補強塗り 150 円/本

ハゼ部補強材張り ：片側50mm幅 750 円/m

：両側50mm幅 1,500 円/m

コーナー部補強塗り 250 円/m

注1)積算基準面積：250㎡

注2)屋根形状や状態によって追加積算項目が加算されます.

設計価格工法名 仕様
仕上塗料



高弾性厚膜・アクリルゴム・スレート屋根防水工法

スレート葺き屋根（波形スレート）用の塗膜防水工法です。２成分反応形アクリルゴムを応用し、スレート屋
根の防水とスレートの劣化抑制を提案します。保護仕様は塗膜防水により防水と劣化抑制を図ります。補強
保護仕様は脆弱化したスレートにあらかじめ強靭なポリマーセメント層を施工し強化した後に、塗膜防水を行
います。

設計価格

高弾性厚膜・アクリルゴム・二重床防水工法

オフィスビルなどは配線を床下に配置できる二重床が多く用いられますが、アロンＱＤ二重床はこの躯体側
の塗膜防水工法で主として新設時に施工されます。２成分反応形アクリルゴムを応用した、施工性に優れ
たオール水系の塗膜防水工法です。

設計価格
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艶 製品名

ＱＳ-1工法 補強保護仕様 全艶消し アロン水性RU 6,100 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 7,000 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 7,900 円/㎡

ＱＳ-2工法 保護仕様 全艶消し アロン水性RU 5,300 円/㎡
半艶消し アロンMDルーフカラーSi 6,100 円/㎡

(遮熱) 艶あり アロンMDクールカラーSi 7,000 円/㎡

注1)積算基準面積：250㎡

工法名 仕様
仕上塗料

設計価格

艶 製品名

ＱＷ工法 仕上塗料なし (仕上塗料なし) － － 5,400 円/㎡

仕上塗料あり 標準仕上げ 艶あり アロン水性カラー 6,200 円/㎡

注1)積算基準面積：250㎡

工法名 仕様
仕上塗料

設計価格



カチオン性アクリルゴム無機複合弾性タイル

アロンQDタイルは、優れた特性をもつアクリルカチオン性無機複合弾性タイルです。主材は長期間柔軟性
を保持し優れた建物保護機能を発揮します。

設計価格

可とう形改修用仕上塗材Ｅ

アロンELは、JIS A 6090「建築用仕上塗材」の可とう形改修用仕上げ塗材Eに相当する工法です。アロン
ウオールの仕上塗料を使うことができ、同じ建物で使い分けが可能です。

設計価格
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種類 艶 製品名

吹付仕様 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 4,400 円/㎡
ローラー仕様 低汚染 水系 低汚染仕上Si-1000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-1000 4,400 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 4,400 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 4,300 円/㎡

強溶剤 シリコン仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンウオールシリコンFC(DX)カラー 4,900 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 4,200 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 4,200 円/㎡
強溶剤 FC-A仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)Aカラー 4,500 円/㎡
強溶剤 FC(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンウオールFC(DX)スーパーカラー 4,700 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 4,000 円/㎡

低汚染 強溶剤 フッ素仕様 フッ素 艶あり アロンウオールフッ素FC(DX)カラー 6,600 円/㎡
注1)積算基準面積：1000㎡
注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

工法名 仕様
仕上塗料

設計価格

種類 艶 製品名

ＥＴ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 3,700 円/㎡
(既存模様を 低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 3,700 円/㎡
 生かす仕上げ) 低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 3,600 円/㎡

水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 3,500 円/㎡
低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 3,500 円/㎡

水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 3,300 円/㎡
ＲＴ工法 低汚染 水系 低汚染仕上水性Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロン水性スーパーカラーSi 4,600 円/㎡
(リップル状仕上げ) 低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD-Si仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンMDカラーSi 4,500 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上Si-3000仕様 アクリルシリコン 艶あり アロンHSカラーSi-3000 4,500 円/㎡
水系 水性(DX)スーパー仕様 アクリルウレタン 艶あり アロン水性(DX)スーパーカラー 4,400 円/㎡

低汚染 弱溶剤 低汚染仕上MD仕様 アクリルウレタン 艶あり アロンMDカラーU 4,400 円/㎡
水系 水性カラー仕様 アクリル 艶あり アロン水性カラー 4,200 円/㎡

注1)積算基準面積：1000㎡
注2）仕上塗料が特殊な色の場合は価格が500円/㎡(フッ素仕様は2,200円/㎡)加算見積もりとなる場合があります。詳細はお問い合わせください。

工法名 仕様
仕上塗料

設計価格



アクリルカチオン・ポリマーセメントモルタル

カチオン性アクリルエマルション「アロンカチオクリートベース」と各種用途別に既調合した粉体「アロンカチ
オクリートフィラー」を練り混ぜることにより、優れた特性を発揮するポリマーセメントモルタルです。普通セメ
ントモルタルや他のポリマーセメントモルタルにはない優れた諸特性を発揮します。

設計価格

製品価格 性状等

16 kg/缶 カチオン性アクリル樹脂エマルション 19,200 円/缶

(1,200 円/kg)

20 kg/袋 既調合セメントフィラー 6,000 円/袋

(300 円/kg)

20 kg/袋 既調合セメントフィラー（ガラス繊維) 6,000 円/袋

(300 円/kg)

20 kg/袋 既調合セメントフィラー 6,000 円/袋

(300 円/kg)

20 kg/袋 既調合セメントフィラー 6,000 円/袋

(300 円/kg)

15 kg/袋 既調合セメントフィラー（軽量骨材,ガラス繊維） 10,500 円/袋
断面修復用（速硬化タイプ） (700 円/kg)

製品名 荷姿 設計価格

アロンカチオクリート　ベース

アロンカチオクリート　フィラーＦ－０

アロンカチオクリート　フィラーＦ－１

アロンカチオクリート　フィラーＦ－２

アロンカチオクリート　フィラーＦ－３

アロンカチオクリート　フィラーＦ－Ｋ
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カチオンアクリルゴム・防水形下地調整材

アロンQD-Sは、カチオン性アクリルゴムエマルション「アロンQDベース」と特殊な配合にて調合した粉体「アロ
ンQDセッターS」を混練りすることで、各種下地に対する接着性と防水性能を兼ね備えたアクリルゴム系の防
水形下地調整材です。その優れた接着性とひび割れ追従性により、既存防水層撤去後の一次防水材（仮
防水材）などとしてご使用いただけます。

設計価格

製品価格 性状等
15 kg/缶 カチオン性アクリルゴムエマルション 21,000 円/缶

(1,400 円/kg)
20 kg/袋 特殊配合灰白色粉体 6,000 円/缶

(300 円/kg)

771 円/kg

アロンQDセッターS

アロンQD-S　（混合品）

製品名 荷姿 設計価格
アロンQDベース
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水性シラン・浸透型吸水防止材

アクアプルーフは、基材に浸透・化学結合し、吸水防止層を形成します。基材の細孔を塞がず、表面に被
膜を作らないので、通気性を維持し外観を変えません。人と環境にやさしく、取り扱いが簡便・安全で、基材
の長期の劣化抑制に効果的です。

設計価格

製品価格 性状等

17 kg/缶 一般用・標準グレード 45,900 円/缶

17 kg/缶 一般用・標準グレード（撥水早期発現,仕上塗装不可) (2,700 円/kg)

17 kg/缶 高浸透・耐久グレード 73,100 円/缶

17 kg/缶 高浸透・耐久グレード（撥水早期発現,仕上塗装不可) (4,300 円/kg)

工事設計価格

吸い込みの少ない基材用 アクアプルーフ20J 
塗布量：0.3kg/㎡ アクアプルーフ20JP 
ローラー塗布2回塗り アクアプルーフ40J

アクアプルーフ40JP
吸い込みの多い基材用 アクアプルーフ20J 

塗布量：0.5kg/㎡ アクアプルーフ20JP 
ローラー塗布2回塗り アクアプルーフ40J

アクアプルーフ40JP
注1)積算基準面積：500㎡

製品名 荷姿 設計価格

仕様 使用製品

アクアプルーフ20J

アクアプルーフ20JP

アクアプルーフ40J

アクアプルーフ40JP

設計価格

円/㎡

円/㎡

円/㎡

円/㎡

2,000

2,500

2,600

3,400
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このカタログに記載の商品は予告なしに仕様や取扱いを変更することがあります。

東京支店 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 TEL 03(3597)7342［ダイヤルイン］
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-6 TEL 052(209)8594［ダイヤルイン］

北陸駐在 〒933-0981 高岡市二上院内 500 TEL 0766(44)1565［代表］
大阪支店 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 TEL 06(6446)6568［ダイヤルイン］

広島駐在 〒730-0031 広島市中区紙屋町 2-1-22 TEL 082(245)7100［代表］
福岡支店 〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1 TEL 092(687)1415［ダイヤルイン］
札幌営業所 〒060-0807 札幌市北区北七条西4-1-2 TEL 011(796)8040［代表］
四国営業所 〒762-0004 坂出市昭和町2-4-1 TEL 0877(46)5201［代表］


