
堅木OSCL

NM-8578（不燃）

通則認定防火材料

・不燃石膏ボード積層板t=9.5

・不燃ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(防水)t=12.5

・繊維混入けい酸カルシウム板　t=6.0

・メラミン不燃化粧合板

・不燃バスリブ

・強化石膏ボード　t=12.5

・ロックウール吸音板　t=12.5

・化粧石膏ボード　t=9.5

・石膏ボード　t=12.5

不燃材料

NM-8619

NM-8615

NM-0441

NM-1864

NM-9639

NM-8599

NM-8578

NM-2183

NM-0892

・石膏ボード　t=9.5

・化粧石膏ボード　t=9.5

・シージング石膏ボード(防水)t=9.5

・吸音用有孔石膏ボード

・準不燃バスリブ

準不燃材料

QM-9828

QM-0524

QM-9826

QM-9827

QM-0515

壁装材料（下地:不燃石膏ボード）

・ＶＥ・ＥＰ

・ＶＥ・ＥＰ

・吹付タイル

・ダイノックシート

・プラスチック製壁紙

・プラスチック製壁紙

・繊維性壁紙

・紙製壁紙 QM-9269（準不燃）

QM-9343（準不燃）

QM-9477（準不燃）

QM-9816（準不燃）

NM-9913（不燃）

NM-0131（不燃）

NM-8573（不燃）

NM-8585（不燃）

凡      例

S ：鋼製

LGS：軽量鋼製

PB：石膏ボ－ド

MO：モルタル

ALC：軽量気泡コンクリート

SL：セルフレベリング（10mm）

RC：コンクリ－ト

VP：塩化ビニル樹脂エナメル

OS：オイルステイン

CL：クリヤラッカ－

OP：合成樹脂調合ペイント

EP：合成樹脂エマルジョンペイント

特 記 事 項

株式会社　ＣＯＭ’Ｓ
一級建築士 第51164号　森山 勇作

設計番号

日付

図面番号備考 検図 工事名称

図面名称製図担当

（仮称）宮古島　浮川邸　新築工事

縮尺

変更履歴

仕上表（１）

外 部 仕 上 表

1：外壁に面する部分は硬質発砲ウレタンフォーム（現場発泡）

2：水廻りは耐水ボード t=12.5mmとする。

3：居室間の乾式間仕切壁はグラスウール（32kg/ｍ）充填とする。

　ｔ=20mm吹付とする。

4：一階スラブ下（土間）は硬質スタイロフォーム　t=35mm打込みとし、

　かつ土に接する部分は防湿シートt=0.15mm　二重敷とする。

5：手摺・タオル掛け　等壁取付部は下地補強（コンパネ等）のこと。 

6：廊下、居室部分には堅、横手摺が設置できるよう下地補強をする。

7：下地内装材（下地材、仕上材、接着剤等）はホルムアルデヒド対策を

 　考慮する。 
8：クーラー取付想定位置には※×※×ｔ＝9.0の合板下地にて補強する。 

9：置き床は耐水ベニヤｔ＝12.0＋パーティクルボードｔ＝20

　　支持キット

10：延焼ラインにかかる給換気口（100φ以上）はFD付、スリーブキャップは

　　SUS製焼付とする。（設備図参照）

11：手洗、洗面器設置部には鏡設置のこと。 

12：消火器ボックス　ステンレス製既製品（埋込）

備　　　考天井高 廻縁 ｶｰﾃﾝBOX

内 部 仕 上 表

階 室　　　名 下地 床 下地
巾　　　木 腰 壁

下地
内　　　壁

天　　　井

駐車場

１
階

RC

RC･MO

コンクリート打放補修の上防塵塗床　H=100 コンクリート打放のまま コンクリート打放のままRC

※施工部位については立面図参照 ※建具リストによる・耐風圧、耐食性、水密性、沖縄地域性能確保のこと ※詳細図による

コンクリート打放のままRC 直 天 － －

２階勾配屋根3.8寸勾配：

外構・造園
植栽：外構植栽図による

塀・門柱
※詳細図による

※詳細図による

FL-5～100
ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押えの上防塵塗床

玄関床　：御影石乱貼 ｔ=15
ホール床：大理石水磨貼 ｔ=15+ｽﾄｰﾝｻｰｸﾙ
廊下床　：複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ直貼

RC･W

　

ドレイン･軒樋･竪樋

階 段
※詳細図による

FL-15
FL-50

浴室（ＵＢ１６１６） －

磁器質タイル貼　300×300

複合フローリング直貼

複合フローリング直貼

複合フローリング直貼

RC･MO

ホモジニアスタイル貼ｔ=3.0

ホモジニアスタイル貼ｔ=3.0

ＣＦシート貼ｔ=2.5

－ － －

巾木　堅木OSCL　H＝75     

巾木　堅木OSCL　H＝75     

巾木　堅木OSCL　H＝75    

巾木　堅木OSCL　H＝75     

巾木　堅木OSCL　H＝75     

巾木　堅木OSCL　H＝105    

巾木　堅木OSCL　H＝75    

巾木　堅木OSCL　H＝105    

巾木　堅木OSCL　H＝105    

－－

複合フローリング直貼
RC･SL

RC･SL

FL-15

FL-15

FL-15

RC･SL

RC･SL

FL-15

FL-300

RC

RC･SL

FL-15

FL-15

RC･SL

FL-15

RC･SL

ＷＳＢ

廊 下

エントランス

ＷＳＢ内（ﾎﾟﾝﾌﾟ室）

ＷＣ

キッチン

リビング・ダイニング

藍染工房

サンルーム

アトリエ・ギャラリー

ゲストルーム１～４

脱 衣

洗 面

ホール

Ｗ Ｃ

収 納

ＥＰＳ

FL-50

複合フローリング直貼

RC･W
RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15
FL-50

複合フローリング直貼

踏込床　：御影石乱貼 ｔ=15

RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

複合フローリング直貼

複合フローリング直貼
RC･SL

FL-15

ＣＦシート貼ｔ=2.5 NM-9913（不燃）

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-9913（不燃）

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-9913（不燃）

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-9913（不燃）

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

－ －

－ －

－ －2,450

2,450

2,450

－－ －

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ面台（ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ）
鏡・ﾀｵﾙ掛（SUS）・手摺（木製既製品）・洋服掛（SUS）

手洗器（手洗面台・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ・電気温水器）

可動棚3段（ﾎﾟﾘ合板・SUSﾚｰﾙ）

－

巾木　堅木OSCL　H＝105   

磁器質タイル貼　300×300軽量CO
FRP防水

FL-250
磁器質タイル貼　200×200

磁器質タイル貼　200×200

　（基材同等）

　（基材同等）

RC（GL）

W

RC（GL）

RC（GL）

RC（GL）

W

W

W

－

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W
巾木　堅木OSCL　H＝105    

RC･MO

FL-50

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC・MO

巾木　堅木OSCL　H＝75    
RC（GL）

W

ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押えの上防塵塗床

複合フローリング直貼

ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ＝50 不燃ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団貼ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ＝50 不燃ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団貼 ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ＝50 不燃ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団貼

耐水PBｔ＝12.5の上ｹｲｶﾙ板t＝6.0下地

耐水PBｔ＝12.5の上ｹｲｶﾙ板t＝6.0下地

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

大理石（ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ小たたき仕上)　ｔ=15（準乾式）

大理石（ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ小たたき仕上)　ｔ=15（準乾式） 大理石（ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ小たたき仕上)　ｔ=15（準乾式）

大理石（ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ小たたき仕上)　ｔ=15（準乾式）

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

　（基材同等）

　（基材同等）

大理石（ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ小たたき仕上)　ｔ=15（準乾式）

大理石（ﾗｲﾑｽﾄｰﾝ小たたき仕上)　ｔ=15（準乾式）

　（基材同等）

　（基材同等）

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

PBｔ＝12.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

ｷｯﾁﾝ前壁：耐水PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

ＴＶ前壁:PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

RC･W

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

NM-1864（不燃）PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

NM-1864（不燃）PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

NM-1864（不燃）

NM-1864（不燃）

耐水PBｔ＝12.5の上ｹｲｶﾙ板t＝6.0下地

耐水PBｔ＝12.5の上ｹｲｶﾙ板t＝6.0下地

耐水PBｔ＝12.5の上ｹｲｶﾙ板t＝6.0下地

耐水PBｔ＝12.5の上ｹｲｶﾙ板t＝6.0下地

磁器質タイル貼　200×200　　H=1000

　（基材同等）

　（基材同等）

耐水PB ｔ＝12.5の上　化粧ｹｲｶﾙ板底目貼

見切縁　ｸﾗﾌﾄﾀｲﾙ貼

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

PBｔ＝12.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

一部洗面前　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

流し台・焙煎機前壁：耐水PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

ＴＶ前壁:PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

PBｔ＝12.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

ｷｯﾁﾝ前壁：耐水PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

FRP防水・ﾗｽﾓﾙ下地の上

磁器質タイル貼　200×200　　H=1000

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼　H=800

見切縁　堅木OSCL
NM-9913（不燃）PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼　H=800

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部洗面前　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

NM-8578（不燃）耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部洗面前　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

NM-8578（不燃）耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部洗面前　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

NM-8578（不燃） NM-8578（不燃）
耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-8578（不燃）

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-8578（不燃） 2,450

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-8578（不燃） 2,450

－ －

－ －

－

ｸﾛｽ巻込み

堅木
2,450 －

－

2,450

（2,500）
－

ｻｲﾄﾞ収納棚（別図参照）

収納棚（別図参照）・防水ﾊﾟﾝ収納（別図参照）

洗面器・洗面台（人造大理石）・鏡・ﾊﾞｽﾀｵﾙ掛（SUS）

－

洋服掛（SUS）

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-1864（不燃）
折上部 PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼
折上部 木製見切OSCL

ｸﾛｽ巻込み

堅木

－2,450

2,600

2,450
NM-8578（不燃）

塩ﾋﾞ廻縁
耐水PBｔ＝12.5の上

化粧ｹｲｶﾙ板t＝6.0目透かし貼

耐水PBｔ＝12.5の上

化粧ｹｲｶﾙ板t＝6.0目透かし貼

NM-8578（不燃）
塩ﾋﾞ廻縁

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

流し台・焙煎機前壁：耐水PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

NM-9913（不燃）

NM-1864（不燃） 2,450

－2,600

－ －

堅木OSCL

NM-8578（不燃）耐水PBｔ＝12.5の上 －2,600 －

2,450

2,450

※ － －

－ －

－ －

－ －

PBｔ＝9.5の上　珪藻土塗（鏝仕上） NM-1864（不燃）

R折上部 FGBｔ＝8の上 珪藻土（鏝仕上）

PBｔ＝9.5の上　珪藻土塗（鏝仕上） NM-1864（不燃）

ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ＝50 不燃ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団貼

NM-8578（不燃）耐水PBｔ＝12.5の上

（3,550）

（2,850）

3,100

洗車用散水栓（会所・SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）

ﾃｽﾗ（充電器・蓄電機）1次側本工事

手洗器（電気温水器） ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台（ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ）

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ面台（ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ）
鏡・ﾀｵﾙ掛（SUS）・手摺（木製既製品）・洋服掛（SUS）

手洗器（手洗面台・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ・電気温水器）

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

北西側1室（飾り壁ﾒﾗﾐﾝ化粧合板）

斜行ｶｰﾃﾝ

ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ（別図参照）ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ（設備工事）

流し台（設備工事）
排水用側溝 W=150　側溝内ｳﾚﾀﾝ防水塗　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目
排水用会所 600×800　SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目　止水ﾊﾞﾙﾌﾞ

洗面器・洗面台（人造大理石）・鏡・ﾊﾞｽﾀｵﾙ掛（SUS）

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

下足箱（別図参照）

手摺（木製OSCL）

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

内装建具：木製ｹｰｼﾝｸﾞ　玄関ﾄﾞｱ：御影石ｹｰｼﾝｸﾞ

蓄電機・調湿機 基礎土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=200ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ150×150×6（建築工事）

ﾌﾞｰｽﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ 基礎土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=200ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ150×150×6（建築工事）

郵便投入口SUS　郵便物受入ｶﾞｺﾞSUS既成

下足棚・ｸﾛｰｾﾞｯﾄ（別図参照）

PBｔ＝9.5の上　練付突板ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ貼

PBｔ＝9.5の上　珪藻土塗（鏝仕上） NM-1864（不燃）

流し台L=1200・吊戸棚・ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ・電気温水器
焙煎機用電源（設備工事）

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

（２階屋根）

屋　　　根

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地ﾓﾙﾀﾙ鏝押えの上複層仕上塗材（弾性）

金物・その他

開　口　部

バルコニー・テラス

踏面･蹴込：ﾅﾗ集成材OSCLｔ=35段鼻加工　ｻｻﾗ板：ﾅﾗ集成材ｔ=30

内外壁側手摺：木製堅木OSCL、内側手摺のみLED内蔵、H=700（ﾅｶ工業同等品）

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：（屋上・ﾃﾗｽ）120φ用 鋳鉄製 樹脂系塗装　（ﾊﾞﾙｺﾆｰ）100φ用 鋳鉄製 樹脂系塗装

竪樋：既製ｶﾗｰｱﾙﾐ120φ・100φ

ELV：住宅用4人乗（認定品）45m/min　（日立住宅用ｴﾚﾍﾞ-ﾀｰ同等品）

郵便ﾎﾟｽﾄ：SUS既製品（取入口+SUS網籠400×350×800程度）

表札：SUS切文字焼付（LED照明）150×500

ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾃﾗｽ軒天：ｱﾙﾐ複合板ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ　 株ﾀｲｶｼｮ-（ｴﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ同等品）

ｱﾌﾟﾛｰﾁ庇：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放の上FRP防水・鼻先：複層仕上塗材鏝仕上

塀：琉球石灰岩積　生垣 H=2000

門柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地、御影石ｺﾌﾞ出し貼　H=2000

駐車場前床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=150の上ﾋﾟﾝｺﾛ石貼

ｱﾌﾟﾛｰﾁ床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=150の上御影石乱貼t=15

南側緑地内一部床：飛び石（御影石J＆Bt=35）

ﾌﾟｰﾙ：ﾌﾟｰﾙ将来対応用電源（200V・30A）+ 給水

高断熱木製玄関ﾄﾞｱ　：特注木製玄関ﾄﾞｱ（欄間・両袖嵌め殺付）+ 枠ｱﾙﾐ木調焼付塗装

１・２階ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ：ｱﾙﾐ電解着色（YKKAP　ｿﾗﾘｱ同等品）

２階浴室ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ：ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｱﾙﾐ電解着色（YKKAP　ｿﾗﾘｱ同等品）

ｱﾙﾐｻｯｼｭ：電解着色（ｻﾗﾝ網戸付、雨戸付）

ｶﾞﾗｽ：南・東・西側、LOW－E複層ｶﾞﾗｽ（日本板硝子、ﾍﾟｱﾏﾙﾁﾚｲﾎﾞｰｸﾞ同等品）

防火設備ｶﾞﾗｽ：南側・延焼ﾗｲﾝ内建具（ﾊﾟｲﾛｸﾘｱ日本板硝子同等品）

駐車場出入口ｼｬｯﾀｰ：ｱﾙﾐ電動ｼｬｯﾀｰ（耐風圧ﾎﾟｰﾙ2ヵ所・耐風圧枠・焼付塗装）

１階LDK･ｱﾄﾘｴ･ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ前ﾃﾗｽ床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=150の上ﾃﾗｺｯﾀﾀｲﾙ貼

２階LDK・寝室前ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄt=80の上ﾃﾗｺｯﾀﾀｲﾙ貼

２階勉強部屋前ﾃﾗｽ床：FRP防水外断熱･軽量ｺﾝｸﾘｰﾄt=80の上ﾃﾗｺｯﾀﾀｲﾙ貼

２階倉庫前ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ｻﾝﾙｰﾑ前ﾙｰﾌ床：FRP防水外断熱･軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ押えt=80の上防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

受水槽目隠し壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ塀  花ﾌﾞﾛｯｸ　複層仕上塗材吹付仕上

２階ｷｯﾁﾝ前ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押えの上防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

２階調湿機室前ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押えの上防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

１階ﾃﾗｽ飾り柱共通：ｺﾝｸﾘ-ﾄの上有田焼ﾀｲﾙ貼（特注品）

※詳細図によるﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺共通：ﾛｰﾄｱﾙﾐ（ｱｰﾄﾎｸｽﾄﾝ同等品）

２階ｻﾝﾙｰﾑ前目隠し壁：花ﾌﾞﾛｯｸ　複層仕上塗材吹付仕上

ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ金鏝押えｔ＝30mmｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ23㎏下地　ｽﾊﾟﾆｯｼｭ瓦葺き

　　　　　　　　　軒先：

ELVｼｬﾌﾄ屋根：

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｰﾑｔ=35打込ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞの上

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｰﾑｔ=35打込ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞの上

FRP防水外断熱･硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑｔ＝35の上軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ押え(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ150×150×6 ｴﾗｽﾀｲﾄ伸縮目地＠3000以内

勉強部屋：ﾃﾗｺｯﾀﾀｲﾙ貼　駐車場屋根：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

防水立上：押エ金物（ｱﾙﾐ既製品）、乾式保護工法(FGボードＥ)※田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞAP－FG工法同等品

外壁２階部：コンクリート打放、セメントフィラー処理下地の上複層仕上塗材（弾性）左官鏝仕上

ｺﾝｸﾘｰﾄ庇共通軒裏　：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上ｱｸﾘﾙ弾性ﾘｼﾝ吹付

外壁１階部　　　　：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修（化粧横目地　D30×＠300）、ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ処理下地の上複層仕上塗材（弾性）左官鏝仕上

　　　　　　　　　　ｱｲｶ工業（高耐候ﾀｲﾌﾟ　ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｲﾝﾌｨﾆｨﾃｨｰ∞JQ-500ｼﾘｰｽﾞ同等品）

外壁２階部　　　　：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修、ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ処理下地の上複層仕上塗材（弾性）左官鏝仕上

　　　　　　　　　　ｱｲｶ工業（高耐候ﾀｲﾌﾟ　ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｲﾝﾌｨﾆｨﾃｨｰ∞JQ-500ｼﾘｰｽﾞ同等品）

外壁ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ　 ：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　有田焼ﾀｲﾙ貼（特注品）

外      　壁

設備機器置場基礎：空調室外機、調湿機、蓄電池、LPG (設備図による)　

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ上部：耐風用保護ﾈｯﾄ（ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙt=4） ｽﾃﾝﾚｽ T-100×75×6×8、ｽﾃﾝﾚｽ　L-100×75×6　押え縁ｽﾀﾝﾚｽﾊﾞｰt=3×40

耐風用保護ﾈｯﾄ止めﾌｯｸ（SUS）

２階浴室前ﾊﾞﾙｺﾆｰ植込：FRP防水外断熱･軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ押えの上耐根ｼｰﾄ・排水層・軽量土壌・ﾄﾞﾚﾝｶﾊﾞｰ（SUS）

勉強部屋・駐車場屋根：

外壁（腰壁 H=675）：御影石貼（ﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄｺﾌﾞ出し仕上）湿式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X－1）

塗膜防水（X－1）

排水溝：ﾓﾙﾀﾙ金鏝押エｔ＝40（ﾒﾀﾙﾗｽ下張）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X－1）

笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端共通：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X－1）

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)　ｻｯｼｭ前：SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目 その他：SUS枠化粧蓋

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)　ｻｯｼｭ前：SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目 その他：SUS枠化粧蓋

共通排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)・SUSｵｰﾊﾞｰﾌﾛ-　

排水側溝：ﾓﾙﾀﾙ鏝押えの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X－1）
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耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼耐水PBｔ＝12.5の上 2,450

通則認定防火材料

・不燃石膏ボード積層板t=9.5

・不燃ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(防水)t=12.5

・繊維混入けい酸カルシウム板　t=6.0

・メラミン不燃化粧合板

・不燃バスリブ

・強化石膏ボード　t=12.5

・ロックウール吸音板　t=12.5

・化粧石膏ボード　t=9.5

・石膏ボード　t=12.5

不燃材料

NM-8619

NM-8615

NM-0441

NM-1864

NM-9639

NM-8599

NM-8578

NM-2183

NM-0892

・石膏ボード　t=9.5

・化粧石膏ボード　t=9.5

・シージング石膏ボード(防水)t=9.5

・吸音用有孔石膏ボード

・準不燃バスリブ

準不燃材料

QM-9828

QM-0524

QM-9826

QM-9827

QM-0515

壁装材料（下地:不燃石膏ボード）

・ＶＥ・ＥＰ

・ＶＥ・ＥＰ

・吹付タイル

・ダイノックシート

・プラスチック製壁紙

・プラスチック製壁紙

・繊維性壁紙

・紙製壁紙 QM-9269（準不燃）

QM-9343（準不燃）

QM-9477（準不燃）

QM-9816（準不燃）

NM-9913（不燃）

NM-0131（不燃）

NM-8573（不燃）

NM-8585（不燃）

凡      例

S ：鋼製

LGS：軽量鋼製

PB：石膏ボ－ド

MO：モルタル

ALC：軽量気泡コンクリート

SL：セルフレベリング（10mm）

RC：コンクリ－ト

VP：塩化ビニル樹脂エナメル

OS：オイルステイン

CL：クリヤラッカ－

OP：合成樹脂調合ペイント

EP：合成樹脂エマルジョンペイント

特 記 事 項

株式会社　ＣＯＭ’Ｓ
一級建築士 第51164号　森山 勇作

設計番号

日付

図面番号備考 検図 工事名称

図面名称製図担当

（仮称）宮古島　浮川邸　新築工事

縮尺

変更履歴

仕上表（１）

外 部 仕 上 表

1：外壁に面する部分は硬質発砲ウレタンフォーム（現場発泡）

2：水廻りは耐水ボード t=12.5mmとする。

3：居室間の乾式間仕切壁はグラスウール（32kg/ｍ）充填とする。

　ｔ=20mm吹付とする。

4：一階スラブ下（土間）は硬質スタイロフォーム　t=35mm打込みとし、

　かつ土に接する部分は防湿シートt=0.15mm　二重敷とする。

5：手摺・タオル掛け　等壁取付部は下地補強（コンパネ等）のこと。 

6：廊下、居室部分には堅、横手摺が設置できるよう下地補強をする。

7：下地内装材（下地材、仕上材、接着剤等）はホルムアルデヒド対策を

 　考慮する。 
8：クーラー取付想定位置には※×※×ｔ＝9.0の合板下地にて補強する。 

9：置き床は耐水ベニヤｔ＝12.0＋パーティクルボードｔ＝20

　　支持キット

10：延焼ラインにかかる給換気口（100φ以上）はFD付、スリーブキャップは

　　SUS製焼付とする。（設備図参照）

11：手洗、洗面器設置部には鏡設置のこと。 

12：消火器ボックス　ステンレス製既製品（埋込）

備　　　考天井高 廻縁 ｶｰﾃﾝBOX

内 部 仕 上 表

階 室　　　名 下地 床 下地
巾　　　木 腰 壁

下地
内　　　壁

天　　　井

－

キッチン

収 納

リビング・ダイニング
RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

複合フローリング直貼

複合フローリング直貼

複合フローリング直貼

書斎・勉強室

廊 下

寝 室

RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

複合フローリング直貼

複合フローリング直貼

複合フローリング直貼

巾木　堅木OSCL　H＝105    

巾木　堅木OSCL　H＝105    

Ｗ Ｃ

RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

複合フローリング直貼

ホモジニアスタイル貼ｔ=3.0

手 洗

W
巾木　堅木OSCL H＝105   

巾木　堅木OSCL H＝105     

巾木　堅木OSCL H＝75    

巾木　堅木OSCL H＝105     

巾木　堅木OSCL H＝75     

巾木　堅木OSCL H＝105  

巾木　堅木OSCL H＝75    

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

W

RC（GL）

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

PBｔ＝12.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

ＴＶ前壁:PBｔ＝12.5の上 石膏成形品ＥＰ塗

ｷｯﾁﾝ前壁：耐水PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

PB ｔ＝12.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

PBｔ＝12.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

ＴＶ前壁:PBｔ＝12.5の上 石膏成形品ＥＰ塗

ｷｯﾁﾝ前壁：耐水PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

－
ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ（別図参照）ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞｰ（設備工事）ｶﾞｽ湯沸器（設備工事）

一部造形部 FGBｔ＝8の上 珪藻土（鏝仕上）

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃） 2,450

3,100 堅木OSCL

堅木OSCL

－2,450

－2,450

－

－

－

－

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

W

W

W

W

W

W

W

W

W

－

－

－

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ面台（ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ）
鏡・ﾀｵﾙ掛（SUS）・手摺（木製既製品）・洋服掛（SUS）

ｸﾛｽ巻込み

堅木

収納棚（別図参照）

（3,000）

2,700

2,700

2,700

（2,900）

－

ｸﾛｽ巻込み

堅木

吊戸棚（別図参照）

折上天井（堅木四方見切OSCL） LED間接照明

2,500

Ｗ Ｃ

洗濯室

ＷＣＬ
RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

RC･SL

FL-15

複合フローリング直貼 巾木　堅木OSCL　H＝75     
LGS

RC（GL）

ホモジニアスタイル貼ｔ=3.0 巾木　堅木OSCL　H＝75     

巾木　堅木OSCL　H＝75     

LGS

RC（GL）

LGS

RC（GL）

洗面・脱衣
RC･SL

FL-15
ホモジニアスタイル貼ｔ=3.0 巾木　堅木OSCL　H＝75     

LGS

RC（GL）

磁器質タイル貼 バスリブ貼磁器質タイル貼RC 磁器質タイル貼
FL-265
軽量CO
FRP防水

磁器質タイル貼 バスリブ貼磁器質タイル貼RC 磁器質タイル貼
FL-265
軽量CO
FRP防水

浴 室

コンクリート鏝押えの上塗床
FL-15

RC
設備置場(調湿機）

浴室内ＷＣ

RC･SL

FL-15
巾木　堅木OSCL　H＝75     

LGS

RC（GL）
サンルーム（物干場）

RC RC

W

W

W

W

W

W

W

NM-0892（不燃）

NM-0892（不燃）

ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ＝50 不燃ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団貼ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ＝50 不燃ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団貼 ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ＝50 不燃ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団貼

－ －

－ －

－ －直 天

2,500

調湿機基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄt=150・150×150×6ﾜｲﾔﾒｯｼｭ（建築工事）

手摺（SUS）

洗い場：天板御影石本磨t=35

手摺（SUS）

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ（SUS）

ｻｯｼｭ（ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内臓）

－ －

－ －

－ －

－ －

－ －2,500

2,700

2,500 収納棚（別図参照）

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ面台（ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ）
鏡・ﾀｵﾙ掛（SUS）・手摺（木製既製品）・洋服掛（SUS）

収納棚（別図参照）・ﾀｵﾙ掛（SUS）

防水ﾊﾟﾝ（640×800）

2,300

2,500

物干受金物着脱式（SUS）2ｾｯﾄ

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ面台（ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ）・ｽﾛｯﾌﾟｼﾝｸ

ｻｲﾄﾞ収納棚（別図参照）・ﾊﾞｽﾀｵﾙｽﾄｯｸ用収納（別図参照）

洗面器・洗面台（人造大理石）・鏡（間接LED照明）・ﾊﾞｽﾀｵﾙ掛（SUS）

２
階

共
通

－

ELVピット（防水モルタル鏝押えの上塗膜防水）ＥＬＶ

※踏板 （ノンスリップ加工） 

NM-9913（不燃）

W

RC（GL)
W階 段 NM-9913（不燃） － －

中央壁：PBt=12.5・一部FGBt=8の上　ｶﾞﾗｽﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

壁：PBt=12.5・一部FGBt=8の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
PB ｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

－ －

2,700

FL-850

RC･MO

RC･SL

FL-15
複合フローリング直貼

W

RC（GL）
W － －

階段（踏板・蹴込板）ﾅﾗ集成材 t＝35    
階段（ｻｻﾗ板）ﾅﾗ集成材 t＝30   

RC RC木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ＝20の打込み素地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ＝20の打込み素地 木毛ｾﾒﾝﾄ板ｔ＝20の打込み素地

NM-9913（不燃）

中央壁：PBt=12.5・一部FGBt=8の上　ｶﾞﾗｽﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

壁：PBt=12.5・一部FGBt=8の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

不燃硬質ｽﾀｲﾛﾌｰﾑ板ｔ＝35の打込み素地 直 天

中央壁上部LED間接照明

木製手摺OSCL（中央壁取付ヵ所のみLED内臓加工ｾﾝｻｰ付き）

ELV吊込みﾌｯｸ（ELV図面参照）

ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ4人乗（ELV図面参照）

磁器質タイル貼

磁器質タイル貼

ｸﾞﾗｽｳｰﾙｔ＝50 不燃ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部洗面前　大理石ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼

耐水PB ｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部洗面前　大理石ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ貼
耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｺﾛｽ貼

ホモジニアスタイル貼ｔ=3.0

ホモジニアスタイル貼ｔ=3.0 耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

寝室内（収納） 巾木　堅木OSCL　H＝75    

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

ﾍﾞｯﾄﾞ背壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ下地の上 ｱｰﾄﾀｲﾙ貼

NM-9913（不燃）

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

NM-9913（不燃）

ﾍﾞｯﾄﾞ背壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ・ﾓﾙﾀﾙ下地の上 ｱｰﾄﾀｲﾙ貼

NM-9913（不燃）

収納棚（別図参照）

手洗前壁：耐水PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼 手洗前壁：耐水PBｔ＝12.5の上 ﾀｲﾙ貼

NM-9913（不燃）

NM-1864（不燃）

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

手洗器（手洗面台・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ・電気温水器）

手洗器（手洗面台・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ・電気温水器）

手洗器（電気温水器）・手洗台（人造大理石）・鏡・ﾀｵﾙ掛（SUS）

PBｔ＝9.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

2,700

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

LED間接照明

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

PBｔ＝12.5の上　珪藻土塗（鏝仕上）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

NM-8578（不燃）NM-8578（不燃）

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

NM-8578（不燃）NM-8578（不燃）

一部耐水PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼

耐水PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼
耐水PBｔ＝12.5の上 NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

折上部 木製見切OSCL

NM-1864（不燃）

NM-1864（不燃）

PBｔ＝9.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-1864（不燃）
折上部 PBｔ＝12.5の上　ﾊｰﾄﾞｸﾛｽ貼
折上部 木製見切OSCL

折上部 PBｔ＝12.5の上　練付突板貼

NM-1864（不燃）

NM-1864（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

PBｔ＝12.5の上　ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼 NM-9913（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃） NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

NM-8578（不燃）

PBｔ＝9.5の上　練付突板ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ貼

一面のみｽｸﾘｰﾝ用ｸﾛｽ

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

手摺（堅木OSCL）

内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

洋服掛（SUS）
内装建具・外部ｻｯｼｭ：木製ｹｰｼﾝｸﾞ

※施工部位については立面図参照 ※建具リストによる・耐風圧、耐食性、水密性、沖縄地域性能確保のこと ※詳細図による

外構・造園
植栽：外構植栽図による

塀・門柱
※詳細図による

※詳細図による

　

ドレイン･軒樋･竪樋

階 段
※詳細図による

（２階屋根）

屋　　　根

金物・その他

開　口　部

バルコニー・テラス

踏面･蹴込：ﾅﾗ集成材OSCLｔ=35段鼻加工　ｻｻﾗ板：ﾅﾗ集成材ｔ=30

内外壁側手摺：木製堅木OSCL、内側手摺のみLED内蔵、H=700（ﾅｶ工業同等品）

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ：（屋上・ﾃﾗｽ）120φ用 鋳鉄製 樹脂系塗装　（ﾊﾞﾙｺﾆｰ）100φ用 鋳鉄製 樹脂系塗装

竪樋：既製ｶﾗｰｱﾙﾐ120φ・100φ

ELV：住宅用4人乗（認定品）45m/min　（日立住宅用ｴﾚﾍﾞ-ﾀｰ同等品）

郵便ﾎﾟｽﾄ：SUS既製品（取入口+SUS網籠400×350×800程度）

表札：SUS切文字焼付（LED照明）150×500

ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ﾃﾗｽ軒天：ｱﾙﾐ複合板ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ印刷、ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ　 株ﾀｲｶｼｮ-（ｴﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ同等品）

ｱﾌﾟﾛｰﾁ庇：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放の上FRP防水・鼻先：複層仕上塗材鏝仕上

塀：琉球石灰岩積　生垣 H=2000

門柱：ｺﾝｸﾘｰﾄ下地、御影石ｺﾌﾞ出し貼　H=2000

駐車場前床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=150の上ﾋﾟﾝｺﾛ石貼

ｱﾌﾟﾛｰﾁ床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=150の上御影石乱貼t=15

南側緑地内一部床：飛び石（御影石J＆Bt=35）

ﾌﾟｰﾙ：ﾌﾟｰﾙ将来対応用電源（200V・30A）+ 給水

高断熱木製玄関ﾄﾞｱ　：特注木製玄関ﾄﾞｱ（欄間・両袖嵌め殺付）+ 枠ｱﾙﾐ木調焼付塗装

１・２階ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ：ｱﾙﾐ電解着色（YKKAP　ｿﾗﾘｱ同等品）

２階浴室ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ：ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ内蔵ｱﾙﾐ電解着色（YKKAP　ｿﾗﾘｱ同等品）

ｱﾙﾐｻｯｼｭ：電解着色（ｻﾗﾝ網戸付、雨戸付）

ｶﾞﾗｽ：南・東・西側、LOW－E複層ｶﾞﾗｽ（日本板硝子、ﾍﾟｱﾏﾙﾁﾚｲﾎﾞｰｸﾞ同等品）

防火設備ｶﾞﾗｽ：南側・延焼ﾗｲﾝ内建具（ﾊﾟｲﾛｸﾘｱ日本板硝子同等品）

駐車場出入口ｼｬｯﾀｰ：ｱﾙﾐ電動ｼｬｯﾀｰ（耐風圧ﾎﾟｰﾙ2ヵ所・耐風圧枠・焼付塗装）

受水槽目隠し壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ塀  花ﾌﾞﾛｯｸ　複層仕上塗材吹付仕上ｺﾝｸﾘｰﾄ庇共通軒裏　：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上ｱｸﾘﾙ弾性ﾘｼﾝ吹付

外壁１階部　　　　：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修（化粧横目地　D30×＠300）、ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ処理下地の上複層仕上塗材（弾性）左官鏝仕上

　　　　　　　　　　ｱｲｶ工業（高耐候ﾀｲﾌﾟ　ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｲﾝﾌｨﾆｨﾃｨｰ∞JQ-500ｼﾘｰｽﾞ同等品）

外壁２階部　　　　：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修、ｾﾒﾝﾄﾌｨﾗｰ処理下地の上複層仕上塗材（弾性）左官鏝仕上

　　　　　　　　　　ｱｲｶ工業（高耐候ﾀｲﾌﾟ　ｼﾞｮﾘﾊﾟｯﾄｲﾝﾌｨﾆｨﾃｨｰ∞JQ-500ｼﾘｰｽﾞ同等品）

外壁ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ　 ：ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修　有田焼ﾀｲﾙ貼（特注品）

外      　壁

設備機器置場基礎：空調室外機、調湿機、蓄電池、LPG (設備図による)　

外壁（腰壁 H=675）：御影石貼（ﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄｺﾌﾞ出し仕上）湿式

排水側溝：ﾓﾙﾀﾙ鏝押えの上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X－1）

１階LDK･ｱﾄﾘｴ･ｹﾞｽﾄﾙｰﾑ前ﾃﾗｽ床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄt=150の上ﾃﾗｺｯﾀﾀｲﾙ貼

２階LDK・寝室前ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：軽量ｺﾝｸﾘｰﾄt=80の上ﾃﾗｺｯﾀﾀｲﾙ貼

２階勉強部屋前ﾃﾗｽ床：FRP防水外断熱･軽量ｺﾝｸﾘｰﾄt=80の上ﾃﾗｺｯﾀﾀｲﾙ貼

２階倉庫前ﾊﾞﾙｺﾆｰ・ｻﾝﾙｰﾑ前ﾙｰﾌ床：FRP防水外断熱･軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ押えt=80の上防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

２階ｷｯﾁﾝ前ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押えの上防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

２階調湿機室前ﾊﾞﾙｺﾆｰ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ鏝押えの上防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

１階ﾃﾗｽ飾り柱共通：ｺﾝｸﾘ-ﾄの上有田焼ﾀｲﾙ貼（特注品）

※詳細図によるﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺共通：ﾛｰﾄｱﾙﾐ（ｱｰﾄﾎｸｽﾄﾝ同等品）

２階ｻﾝﾙｰﾑ前目隠し壁：花ﾌﾞﾛｯｸ　複層仕上塗材吹付仕上

２階浴室前ﾊﾞﾙｺﾆｰ植込：FRP防水外断熱･軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ押えの上耐根ｼｰﾄ・排水層・軽量土壌・ﾄﾞﾚﾝｶﾊﾞｰ（SUS）

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)　ｻｯｼｭ前：SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目 その他：SUS枠化粧蓋

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)

排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)　ｻｯｼｭ前：SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目 その他：SUS枠化粧蓋

共通排水溝：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水(X-1)・SUSｵｰﾊﾞｰﾌﾛ-　

２階勾配屋根3.8寸勾配： ﾊﾟｰﾗｲﾄﾓﾙﾀﾙ金鏝押えｔ＝30mmｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ23㎏下地　ｽﾊﾟﾆｯｼｭ瓦葺き

　　　　　　　　　軒先：

ELVｼｬﾌﾄ屋根：

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｰﾑｔ=35打込ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞの上

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｰﾑｔ=35打込ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞの上

FRP防水外断熱･硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑｔ＝35の上軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ押え(ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ150×150×6 ｴﾗｽﾀｲﾄ伸縮目地＠3000以内

勉強部屋：ﾃﾗｺｯﾀﾀｲﾙ貼　駐車場屋根：防滑塩ﾋﾞｼｰﾄ貼

防水立上：押エ金物（ｱﾙﾐ既製品）、乾式保護工法(FGボードＥ)※田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞAP－FG工法同等品

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ上部：耐風用保護ﾈｯﾄ（ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙt=4） ｽﾃﾝﾚｽ T-100×75×6×8、ｽﾃﾝﾚｽ　L-100×75×6　押え縁ｽﾀﾝﾚｽﾊﾞｰt=3×40

耐風用保護ﾈｯﾄ止めﾌｯｸ（SUS）

勉強部屋・駐車場屋根：

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放補修の上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X－1）

塗膜防水（X－1）

排水溝：ﾓﾙﾀﾙ金鏝押エｔ＝40（ﾒﾀﾙﾗｽ下張）ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X－1）

笠木・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端共通：ｳﾚﾀﾝ塗膜防水（X－1）

ｺﾞﾙﾌｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｽﾍﾟｰｽ
複合フローリング直貼

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲの上人工芝敷

PBｔ＝12.5の上 ｸｯｼｮﾝ材(ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50･ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団張

1面　ｺﾞﾙﾌﾈｯﾄ張（SUSﾌｯｸ）

PBｔ＝12.5の上 ｸｯｼｮﾝ材(ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50･ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団張

1面　ｺﾞﾙﾌﾈｯﾄ張（SUSﾌｯｸ）

PBｔ＝12.5の上 ｸｯｼｮﾝ材(ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50･ｶﾞﾗｽﾏｯﾄ布団張

1面　ｺﾞﾙﾌﾈｯﾄ張（SUSﾌｯｸ）
－－

3,050

（3,000）
ゴルフシミュレーション機器取付別途工事
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