
 

a 

ユニオン製品設計価格表 
 

二 瀬 窯 業 株 式 会 社 
〒820-0044 福岡県飯塚市横田 669 後牟田工業団地 

TEL (0948)22-0447 FAX (0948)29-0289 

http://www.futaseyogyo.co.jp/ 
 

 

アースウォールブラッシングテクスチャー
(*1) 【内外装壁、床面用－厚塗】                   ◆下塗材：アースウォール下塗材 

仕上法 荷姿 塗厚 施工面積 単価 ㎡単価 材工単価（㎡）
（材料のみ） （下地処理含まず）

刷毛引き 

ひきずり 

２０kg 紙袋 

６mm ２㎡ 

６,０００ 

３,０００ ６,０００

粗がき 
８mm １.５㎡ ４,０００

７,０００

くし目引き ８,０００

床たたき 
２０mm ０.５㎡ １２,０００ １５,０００

１５mm ０.７５㎡ ８,０００ １３,０００
下塗材 

アースウォール下塗材 ２０kg 紙袋 ２mm ８㎡ ６,０００ ７５０ － 

ユニオンカベックス(*2) 【内外装壁面用－薄塗～厚塗】                                  ◆下塗材：センイモルタル 

仕上法 荷姿 塗厚 施工面積 単価 ㎡単価 材工単価（㎡）
（材料のみ） （下地処理含まず）

せせらぎ 

あらなみ 

刷毛引き 

１５kg 紙袋 

１.５mm １２㎡ 

７,０００ 

５８０ ２,６００

いおり 

２mm 

８㎡ ８７５ ２,９００

砂壁 ７㎡ １,０００ ３,６００

虫喰い ６㎡ １,１６５

３,７００

砂岩調 

スパニッシュ 

わだち 

古壁 

３mm ５.５㎡ １,２７０

下塗材 

センイモルタル １５kg 紙袋   ２mm ７.５㎡ ９,０００ １,２００ － 

スマイル 天然ミネラル系内装仕上材(*1) 【内装壁面専用－薄塗～厚塗】              ◆下塗材：スマイルベース 

商品名 荷姿 塗厚 施工面積 単価 ｍ2 単価 材工単価（㎡）
（材料のみ） (下地処理込み)

スマイル主材 
20kg 箱入り 

(4kg ﾎﾟﾘ袋×5 袋)
1～3mm 

16.5～25 m2 

(3.3～5m2/袋) 
25,000 1,000～1,515 ※参考価格 

新築石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

の場合 

5,500～6,200 

(ｽﾏｲﾙ主材+ｽﾏ

ｲﾙｶﾗｰ+ｽﾏｲﾙﾍﾞ

ｰｽ) 

ﾘﾌｫｰﾑの場合 

3,800～4,100 

(ｽﾏｲﾙ主材+ｽﾏ

ｲﾙｶﾗｰ+専用ｼｰ

ﾗｰ) 

 

スマイルカラ
専用ｶﾗｰ

ー（粉末） 300g/ﾎﾟﾘ袋 － 3.3～5m2 550 110～167

スマイルベ
下塗材

ース 
15kg 箱入 

(3kg ﾎﾟﾘ袋×5 袋)
1mm 

16.5 m2 

（3.3m2/袋） 
15,000 910

骨材パック A（寒水石） 5kg/ﾎﾟﾘ袋 2mm 4.5 m2 700 160

骨材パック B（寒水石） 8kg/ﾎﾟﾘ袋 3mm 4.5 m2 980 220

わらすさ 20g/ﾎﾟﾘ袋 － 3.3～5m2 220 44～67

スマイルＯｎｅパテ材 
5 ㎏/ﾎﾟﾘ袋 

+0.5 ㎏/ＰＥＴボトル
－ 30～50 ㎡ 7,000 140～234

※ 適応下地・仕上げﾊﾟﾀｰﾝにより使用材料、材工価格が異なりますので、カタログ、施工要領書を別途ご請求下さい。 

※ 標準仕上げﾊﾟﾀｰﾝ全 16 種類（詳細はカタログをご参照下さい） 
 

※ 表中の材工価格は、参考価格となります。 (*1)１００㎡以上の場合の設計価格となります。 (*2)２００㎡以上の場合の設計価格となります。 

※ 上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。 
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たたきくん(*4) 【内外装床面用－厚塗】                         ◆下塗材：たたきくん下塗材 

商品名 荷姿 塗厚 施工面積 単価 ㎡単価 材工単価（㎡）
（材料のみ） （下地処理含まず）

た た き く ん
珪藻土配合たたき風床仕上材

 １５kg 紙袋

８mm １㎡ ３,４００ ３,４００
９,５００

たたきくん硬化液 ０.２kg容器

丸石パック（混色） ０.２㎏ポリ袋

たたきくん下塗材
下塗材

 ２５kg 紙袋   ２mm １０㎡ １,６００ １６０

フ チ ド リ
段鼻・蹴上り部専用塗材

 １０kg 紙袋 ８mm ０.５㎡ ４,０００ ８,０００ － 

スタンプデコレーション(*3) 【内外装床面専用】 

仕上法 
（トッピング工法）

材工単価（㎡） 

パウダー（粉体）工法 プラス（液体）工法 

通常マット工法 ８,０００ ８,０００ 

オーバーレイマット工法 ２０,０００ ２０,０００ 

通常ステンシル工法 ９,５００ ９,５００ 

スタンプウォール 【内外装壁面専用】                     

工法名 仕様 面積 単位 材工単価（㎡） 条件 

スタンプウォール 
塗厚 10 ㎜ ５０ ㎡ １３，５００ 下地調整別途 

塗厚 20 ㎜ ５０ ㎡ １５，５００ 下地調整別途 

フレクシイ 可とう形外装薄塗材(*2) 【内外装壁面用－薄塗～厚塗】    ◆無塗装サイディングボード下地適用 

商品名 荷姿 塗厚 施工面積 単価 ｍ2 単価 材工単価（㎡）
（材料のみ） (下地処理別途)

フレクシイ主材 １１ｋｇ紙袋
０.９～３mm 

１２～２４㎡ 

/セット 
25,000 1,041～2,083

4,500～ 

フレクシイ混和液 ９ｋｇ箱 

フレクシイ専用骨材 40 ２０kg 紙袋 ３mm １４㎡ 2,500 180

フレクシイ専用骨材 25 ２０kg 紙袋 ２mm １４㎡ 2,500 180

フレクシイ専用骨材 30 １５kg 紙袋
３mm １２㎡/セット 

2,000 170

フレクシイ専用骨材 80 １５kg 紙袋 2,000 170

フレクシイシーラー １５kg 缶 － 100～200 ㎡ 25,000 125～250

オートンアドハー3500 １０本/箱 お問い合わせ下さい 

※ 適応下地・仕上げﾊﾟﾀｰﾝにより使用材料、材工価格が異なりますので、カタログ、施工要領書を別途ご請求下さい。 

※ 標準仕上げパターン詳細はカタログをご参照下さい。 

 
※ 表中の材工価格は、参考価格となります。 (*2)２００㎡以上の場合の設計価格となります。 (*3)５０㎡以上の場合の設計価格となります。 

 (*4)２０㎡以上の場合の設計価格となります 

※ 上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。 
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フレクシイＫＩＳＯ 弾性タイプ住宅基礎巾木仕上材 【外装壁面用－薄塗】           ◆基礎巾木コンクリート下地適用 

商品名 荷姿 塗厚 施工面積 単価 ㎡単価 材工単価（ｍ） 

（材料のみ） （下地処理含まず）

ＫＩＳＯベース主材（下塗） １２㎏紙袋 
－ ２０㎡ 27,500 1,375

2,000ＫＩＳＯベース混和液 ８kg 缶 

ＫＩＳＯトップ ２０㎡缶 － ２０㎡ 25,000 1,250

 

関連資材（吸水調整材、クロス専用シーラー、合板アク止めシーラー） 

製品名 荷姿 塗厚 施工面積 設計価格 ㎡単価 材工単価 

（材料のみ） （下地処理含まず）

吸水調整材 

ユニレックス３ 
１８kg 缶 ３～５倍希釈 360～600㎡ １３，０００ ２２～３７ － 

ビニールクロス専用シーラー 

ユニオン シーラーＫＣ 
２ ペットボトル 原液塗布 ２０㎡ ４,０００ ２００ － 

アク止めシーラー（合板） 

シーラーA 
２ ペットボトル

１．５～２倍 

希釈 
３０～４５㎡ ６,０００ １３３～２００ － 

浸透性表面硬化材 

Ｐ－Ⅶ（ピーセブン） 

１５㎏缶 
原液塗布 

４５㎡ ３０,０００ ６６７ － 

２㎏ペットボトル ６㎡ ５,０００ ８３４ － 

浸透性防水材 

アクアシール２００Ｓ 

１６ 缶 
原液塗布 

３０㎡ ３３,６００ １,１２０ － 

４ 缶 ７.５㎡ ８,８００ １,１７３ － 
 

※ 表中の材工価格は、参考価格となります。  

※ 上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。 
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