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建築基準法 Ｆ☆☆☆☆認定塗料 

学校衛生基準適合 

食品衛生法・食品添加物等規格適合 
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人と地球に優しい塗料「セーフティーワルツ」 

設計標準価格表（参考価格） 
＊消費税含まず 

品    名 塗料タイプ（用途） うすめ液 
使用目安量 

(1 回塗り) 
荷姿 材価格 

施工参考価格 

円／㎡ 

水性ソワードフロアー 艶有 

環境対応型 内装木部用 

１液水性ポリウレタン 

低臭 

原液使用又は水 
80~100 

g/㎡ 
16kg ￥59,000 

1 回塗り 

￥1,100 

ソワード 2 液フロアーＴ 艶有 

(A：B＝10:1) 

環境対応型 内装木部用 

2 液水性ポリウレタン 

低臭 

原液使用又は水 
80~100 

g/㎡ 
16.5kg ￥66,000 

1 回塗り 

￥1,200 

ソワード 2 液フロアー   艶有 

(A：B＝5:1) 

環境対応型 内装木部用 

2 液水性ポリウレタン 

低臭 

原液使用又は水 
80~100 

g/㎡ 
15kg ￥66,000 

1 回塗り 

￥1,200 

バイオワルツトップ 

ソワード 2 液フロアーＴ 艶有 

(A：B＝10:1) 

SIAA 抗菌仕様 

環境対応型 内装木部用 

2 液水性ポリウレタン 

低臭 

原液使用又は水 
80~100 

g/㎡ 
16.5kg ￥99,000 

1 回塗り 

￥1,500 

※ この施工価格は 500 ㎡以上 
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人と地球に優しい塗料「セーフティーワルツ」 

設計標準価格表（参考価格） 
＊消費税含まず 

品    名 塗料タイプ（用途） うすめ液 
使用目安量 

(1 回塗り) 
荷姿 材価格 

施工参考価格 

円／㎡ 

ネオデラック 1000A UM 

環境対応型 内装木部用 

１液油変性ポリウレタン 

JASS18 M－301 適合 

塗料用シンナー 
70～100 

g/㎡ 
16Ｌ ￥24,000 

1 回塗り 

￥900 

ネオデラック 1000A 艶有 

環境対応型 内装木部用 

１液油変性ポリウレタン 

JASS18 M－301 適合 

塗料用シンナー 
70～100 

g/㎡ 
16Ｌ ￥24,000 

1 回塗り 

￥900 

バイオワルツトップ 

ネオデラック 1000A 艶有 

SIAA 抗菌仕様 

環境対応型 内装木部用 

１液油変性ポリウレタン 

JASS 18M－301 適合 

塗料用シンナー 
70~100 

g/㎡ 
16L ￥50,000 

1 回塗り 

￥1,200 

 

※ この施工価格は 500 ㎡以上 
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人と地球に優しい塗料「セーフティーワルツ」 

設計標準価格表（参考価格） 
＊消費税含まず 

品    名 塗料タイプ（用途） うすめ液 
使用目安量 

(1 回塗り) 
荷姿 材価格 

施工参考価格 

円／㎡ 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ 

ネオデラック 2020FF 艶有 

環境対応型 内装木部用 

１液湿気硬化型ポリウレタン 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ 

ポリウレタン 

シンナー 

80～100 

g/㎡ 
16kg ￥29,000 

1 回塗り 

￥1,000 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ 

ネオデラック 2020FF-2C 艶有 

(A：B＝1:10) 

環境対応型 内装木部用 

2 液型ポリウレタン 

JASS18Ｍ－502 適合 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ 

ポリウレタン 

シンナー 

80～100 

g/㎡ 
17.6kg ｾｯﾄ ￥48,000 

1 回塗り 

￥1,100 

バイオワルツトップ 

ネオデラック 2020FF 艶有※1 

SIAA 抗菌仕様 

環境対応型 内装木部用 

1 液湿気硬化型ポリウレタン 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ 

ポリウレタン 

シンナー 

80～100 

g/㎡ 
19.2kg ￥60,000 

1 回塗り 

￥1,300 

 

※ この施工価格は 500 ㎡以上 

※1 ﾊﾞｲｵﾜﾙﾂﾄｯﾌﾟネオデラック 2020FF 専用抗菌剤(3.2kg)を含めたものとなります。 
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人と地球に優しい塗料「セーフティーワルツ」 

設計標準価格表（参考価格） 
＊消費税含まず 

ライン引き 使用塗料 
施工参考価格 

（1 面） 
ライン引き 使用塗料 施工参考価格 

バレーボール （６人制） 
油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥80､000‐ テニス 

油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥120,000‐ 

バレーボール （９人制） 
油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥70,000‐ 剣道、体操 

油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥70,000‐ 

バスケットボール 
油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥200,000‐ ポートボール 

油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥100,000‐ 

フリースロー内塗潰し 
油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥500,000‐ ドッジボール 

油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥100,000‐ 

ミニバスケットボール 
油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥140,000‐ 四角（隅のコーナー部分） 

油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥40,000‐ 

バトミントン 
油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥110,000‐ ポイント（1 ヶ所） 

油性ラインカラー 

（低臭無鉛ラインカラー） 
￥5,000‐ 
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人と地球に優しい塗料「セーフティーワルツ」 

設計標準価格表（参考価格） 
＊消費税含まず 

ライン引き 使用塗料 
施工参考価格 

（1 面） 
ライン引き 使用塗料 施工参考価格 

バレーボール （６人制） 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥80､000‐ テニス 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥120,000‐ 

バレーボール （９人制） 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥70,000‐ 剣道、体操 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥70,000‐ 

バスケットボール 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥200,000‐ ポートボール 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥100,000‐ 

フリースロー内塗潰し 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥500,000‐ ドッジボール 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥100,000‐ 

ミニバスケットボール 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥140,000‐ 四角（隅のコーナー部分） 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥40,000‐ 

バトミントン 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥110,000‐ ポイント（1 ヶ所） 

ｾｰﾌﾃｨｰﾜﾙﾂ ｴﾚｶﾞﾝﾄｶﾗｰ 

2000 ﾗｲﾝ用 

（無鉛 2 液ｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗料） 

￥5,000‐ 
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注意事項 
 

 

 この施工価格は新築で同一色を基準とする材工共の価格です。 

 

 500 ㎡以下の施工はこの施工価格より高くなります。 

 

 改装の場合には下地の状況や仕様により割高になる事も有ります。 

 

 施工価格には下地調整費、研磨工程等を含みません。 

 

 遠隔地、辺地の場合は施工価格が若干異なることも有ります。 

 

 施工仕様については各製品のカタログをご参照下さい。 

 

 この施工価格には消費税は含まれておりません。 

 

 地域、状況、面積等諸条件により違いますので参考価格として御利用下さい。 

 

 塗料にはホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等の厚生労働省規制 13 物質を配合しておりません。 
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             御中 
令和   年   月  日 

御 見 積 り 

 

工 事 名 称   

工 事 場 所   

発 注 者   

設 計   

監 修   

総 合 施 工   

工 事 業 者   

工 期  令和   年   月   日 ～ 令和   年   月   日 

見積書有効期間  6 ヶ月 


