
外装壁二丁掛タイル①　Installation of Nichogake tiles for exterior walls
Ⅰ類（磁器質相当）　施釉　二丁掛（標準品）　平227×60　密着張り　塗り目地、張付けモルタル共　（\/m2）

CaseⅠ(porcelain equivalent), glazed, Nichogake tile 227×60mm, adhesion paste, incl. joint & bonding mortar　（\/m
2
）
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東京 Tokyo     物調 CRI 大阪 Osaka     物調 CRI 名古屋 Nagoya 物調 CRI

東京 Tokyo     経調 ERA 大阪 Osaka     経調 ERA 名古屋 Nagoya 経調 ERA

施工単価 Construction process unit price

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線＞赤破線＞黒破線＞青実線＞赤実線＞黒実線である。



外装壁二丁掛タイル②　Installation of Nichogake tiles for exterior walls
Ⅰ類（磁器質相当）　施釉　二丁掛（標準品）　平227×60　密着張り　塗り目地、張付けモルタル共　（\/m2）

CaseⅠ(porcelain equivalent), glazed, Nichogake tile 227×60mm, adhesion paste, incl. joint & bonding mortar　（\/m
2
）
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札幌 Sapporo   物調 CRI 仙台 Sendai    物調 CRI 新潟 Niigata  物調 CRI

札幌 Sapporo   経調 ERA 仙台 Sendai    経調 ERA 新潟 Niigata  経調 ERA

施工単価 Construction process unit price

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線＞赤破線＞黒破線＞青実線＞赤実線＞黒実線である。



外装壁二丁掛タイル③　Installation of Nichogake tiles for exterior walls
Ⅰ類（磁器質相当）　施釉　二丁掛（標準品）　平227×60　密着張り　塗り目地、張付けモルタル共　（\/m2）

CaseⅠ(porcelain equivalent), glazed, Nichogake tile 227×60mm, adhesion paste, incl. joint & bonding mortar　（\/m
2
）
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広島 Hiroshima 物調 CRI 高松 Takamatsu 物調 CRI 福岡 Fukuoka  物調 CRI

広島 Hiroshima 経調 ERA 高松 Takamatsu 経調 ERA 福岡 Fukuoka  経調 ERA

施工単価 Construction process unit price

折れ線グラフが重なる場合の優先順位は、青破線＞赤破線＞黒破線＞青実線＞赤実線＞黒実線である。



「外装壁二丁掛タイル」の単価構成条件（施工単価） 

Configuration conditions of the unit price -  Installation of Nichogake tiles for exterior walls 

Ⅰ類（磁器質相当） 施釉 二丁掛（標準品） 平 227×60 密着張り 塗り目地、張付けモルタル共 （¥/m2） 

CaseⅠ(porcelain equivalent), glazed, standard products, Nichogake tile, 227x60mm, adhesion paste, incl. joint & bonding mortar （¥/m2） 

建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute) 経済調査会(ERA: the Economic Research Association) 

○2010年 1月～ 

 工種： タイル工事 

 細目： 外装壁タイル張り 外装壁タイル（磁器質） 

 規格・仕様： 二丁掛 平 227×60 常時生産品 密着張り 塗り目地 

 施工規模： 300 ㎡程度 

 備考      1.市街地における新築工事とし、RC造又はSRC造・延べ床面積3,000㎡程度 

 の事務所ビルを対象とする。施工現場は野丁場とし､個人住宅（戸建て住宅）、 

木造アパート等の町場は対象としない。 

2.構成項目 

材料費 主材料[標準品とする]、 

               副材料[張付けモルタル用砂・セメント・混和材等] 

労務費 取付[張り・目地詰め・洗い] 

               場内小運搬[水平小運搬] 

雑費  運搬費[現場までの材料運搬は材料費に含む] 

               機械損料費[持込専用機械の損料] 

諸経費 専門工事業者の経費等 

              （元請となる総合工事業者の諸経費等（共通費）は含まない） 

 

 

○2010年 10月～ 

 細目： 外装壁タイル張り 外装壁タイルⅠ類（磁器質相当、施釉） 

2.構成項目 

材料費 副材料[張付けモルタル用砂・セメント・混和剤・接着剤・目地材等] 

 

 

〇2013年10月～ 

2.構成項目 

材料費 副材料[張付けモルタル用砂・セメント・混和剤・接着剤・目地材等] 

 

 

 

 

 
 

○2010年 1月～ 

 工種： タイル工事 

 細目： 外装壁タイル張り（標準品）密着張り 

 規格・仕様： Ⅰ類（磁器質相当）外装タイル 標準品、二丁掛（227×60）） 塗り目地 

 施工規模： 500m2以上 

 備考： 1. RC・SRC 造の新築ビルで野丁場物件を対象とし､個人住宅・木造アパー

ト等の町場物件は対象としない。作業上、特に障害はなく、通常の施工が可能

な建物とし、著しい曲面や意匠建物などの施工は対象としない。 

2. 費目構成 （1）主材料[陶磁器タイル]、（2）補助材料[張付けモルタル材

料・混和剤・ 接着剤・目地材料など]、（3）設置費[張付けモルタル練り手間、

タイル張付け 手間、目地詰め手間など]、（4）運搬費場内小運搬[水平小運搬]、

荷揚げ[揚重機への 積込み・積下ろし手間]、（5）雑費（運搬費、機械器具費、

諸経費[専門工事業者の 諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない）]）    

 

 

〇2015年10月～ 

・備考：       2.費目構成主材料[セラミックタイル] 

 



建設物価調査会(CRI: the Construction Research Institute) 経済調査会(ERA: the Economic Research Association) 
 

〇2014年1月～ 

         2.構成項目 

          材料費 主材料[標準品（メーカーが標準品として常時在庫している製品）] 

              補助材[張付けモルタル用砂・セメント・混和剤・接着剤・目地材等] 

          労務費 取付手間[張り・目地詰め・洗い等] 

              荷揚げ[揚重機への積込み・積下ろし手間] 

              場内小運搬[水平小運搬] 

              持込材管理[持込材の集積・片付け・管理] 

              発生材処理[指定場所への集積] 

              その他[施工中の養生] 

          雑費  運搬 

              機械損料[持込専用機械の損料] 

          諸経費 専門工事業者の諸経費（総合工事業者の諸経費は含まない） 
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