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オスモカラー施工単価表 業者用 （糸巾/200mm程度） 令和 3 年 2 月

■外装

塗装部位 仕上げ 塗装仕様 塗装
回数

施工単価
/m 備考1回目塗り 2回目塗り 3回目塗り

外装全般

半透明着色、3分つや ウッドステインプロテクター ウッドステインプロテクター 2 ¥750 国土交通省
M-307
WP塗りB種半透明着色、つや消し ウッドステインプロテクター ＃701外装用クリアープラス(つや消し) 2 ¥750

半透明着色、3分つや ウッドステインプロテクター ウッドステインプロテクター ＃420外装用クリアープラス(3分つや) 3 ¥1,100 国土交通省
M-307
WP塗りA種半透明着色、つや消し ウッドステインプロテクター ウッドステインプロテクター ＃701外装用クリアープラス(つや消し) 3 ¥1,100

クリアー、3分つや ＃420外装用クリアープラス(3分つや) ＃420外装用クリアープラス(3分つや) 2 ¥800 国土交通省
M-307
WP塗りB種クリアー、つや消し ＃701外装用クリアープラス(つや消し) ＃701外装用クリアープラス(つや消し) 2 ¥800

高隠ぺい、3〜5分つや
カントリーカラープラス カントリーカラープラス 2 ¥1000

国土交通省
M-304/JIS
K55176 SOP塗り

カントリーカラー「鳥居色」 カントリーカラー「鳥居色」 2 ¥1,100
外装改修工事
再塗装/塗替え 高隠ぺい カントリーカラープラス カントリーカラープラス 1〜2 ¥700〜            

1,400
国土交通省
M-304/JIS
K55176 SOP塗り

□細巾物の増減率は次の通りです
糸巾(mm) 50 100 150 200 250 300

比率(％) 60 70 80 100 115 130

注1. 上記の単価は総合工事業者（ゼネコン）の諸経費、木部素地調整や塗装前の準備に関する諸経費などは含んでおりません。
注2.  施工単価はプレーナー仕上げによる木地の塗装を基準とし、鋸目仕上げによる木地の塗装については、約50％〜100％増しになります。
 樹種によって、また塗装条件によって増減があります。

■内装
塗装部位 仕上げ 塗装仕様 塗装

回数
施工単価
/ｍ (税別) 備考1回目塗り 2回目塗り 3回目塗り

壁、
天井など

クリアー、つやなし #1101 エキストラクリアー 1 ¥500
クリアー、3分つや #3101 ノーマルクリアー 1 ¥500
半透明着色、3分つや ウッドワックス 1 ¥500 国土交通省

M-306
ST塗りC種半透明着色、つやなし ワンコートオンリー 1 ¥500

家具、建
具

クリアー、3分つや #1101 エキストラクリアー #3101ノーマルクリアー 2 ¥900

クリアー、つや消し #1101 エキストラクリアー #3062 フロアークリアー(つや消し) 2 ¥900
上塗りは
フロアークリアー
エクスプレスも可

半透明着色、3分つや ウッドワックス #3101ノーマルクリアー 2 ¥900
ワンコートオンリー 2 ¥900

半透明着色、つや消し ウッドワックス #3062 フロアークリアー(つや消し) 2 ¥900 上塗りは
フロアークリアー
エクスプレスも可ワンコートオンリー 2 ¥900

床

クリアー、3分つや #3032 フロアークリアー(3分つや） #3032 フロアークリアー(3分つや） 2 ¥900
国土交通省
M-301
UC塗りB種

クリアー、2〜3分つや、速乾 #3332 フロアークリアーエクスプレス(2〜3分つや) #3332 フロアークリアーエクスプレス(2〜3分つや) 2 ¥900
クリアー、つや消し #3062 フロアークリアー(つや消し) #3062 フロアークリアー(つや消し) 2 ¥900
クリアー、つや消し、速乾 #3362 フロアークリアーエクスプレス(つや消し) #3362 フロアークリアーエクスプレス(つや消し) 2 ¥900

半透明着色、3分つや ウッドワックス #3032 フロアークリアー(3分つや) 2 ¥900 上塗りは
フロアー
クリアー
エクスプレス
も可

ワンコートオンリー

半透明着色、つや消し
ウッドワックス     #3062 フロアークリアー(つや消し) 2 ¥900ワンコートオンリー
#3041 フロアーカラーナチュラル #3041 フロアーカラーナチュラル 2 ¥900

天板

クリアー、5分つや #3046 カウンタートップオイル(5分つや) #3046 カウンタートップオイル(5分つや) 2 ¥900 国土交通省
M-301 
UC塗りB種

クリアー、3分つや #3028 カウンタートップオイル(3分つや） #3028 カウンタートップオイル(3分つや） 2 ¥900
クリアー、つや消し #3058 カウンタートップオイル(つや消し） #3058 カウンタートップオイル(つや消し） 2 ¥900

半透明着色、5分つや ウッドワックス #3046 カウンタートップオイル(5分つや) 2 ¥900
ワンコートオンリー 2 ¥900

半透明着色、3分つや ウッドワックス #3028 カウンタートップオイル(3分つや) 2 ¥900
ワンコートオンリー 2 ¥900

半透明着色、つや消し ウッドワックス #3058 カウンタートップオイル(つや消し) 2 ¥900
ワンコートオンリー 2 ¥900

塗りつぶし、３分つや ウッドワックスオパーク ウッドワックスオパーク 2 ¥1,000
塗りつぶし、３〜５分つや カントリーカラー カントリーカラー 2 ¥1,000

塗りつぶし、つや消し ウッドワックスオパーク ウッドワックスオパーク #3062 フロアークリアー(つや消し) 3 ¥1,400 上塗りは
フロアークリアー
エクスプレスも可カントリーカラー カントリーカラー #3062 フロアークリアー(つや消し) 3 ¥1,400

内装全般、
玩具
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オスモカラー施工単価表 業者用 （平面/施工規模300㎡程度）

注1. 上記の単価は総合工事業者（ゼネコン）の諸経費、木部素地調整や塗装前の準備に関する諸経費などは含んでおりません。
注2.  施工単価はプレーナー仕上げによる木地の塗装を基準とし、鋸目仕上げ（ラフソーン）木地の塗装については、約50％〜100％増しになります。
 樹種によって、また塗装条件によって増減があります。

※防虫仕様でWRを下塗りする場合、￥1,500/㎡を加算してください
※ウッドリバイバージェルで素地ごしらえする場合、￥1,500/㎡を加算してください

■外装改修工事
塗装部位 仕上げ 塗装仕様 塗装

回数
施工単価
/㎡ 備考素地調整 1回目塗り 2回目塗り

外装木部の
再塗装/塗替え

高隠ぺい
（木のスジ、凸凹は見え木の質感は残ります） 水洗い推奨 カントリーカラープラス カントリーカラープラス    1〜2 ¥1,800

〜3,600
国土交通省
M-304/JIS
K5516 SOP塗り

■外装
塗装部位 仕上げ 塗装仕様 塗装

回数
施工単価
/㎡ 備考1回目塗り 2回目塗り 3回目塗り

外装全般

半透明着色、3分つや ウッドステインプロテクター ウッドステインプロテクター 2 ¥1,900 国土交通省
M-307
WP塗りB種半透明着色、つや消し ウッドステインプロテクター ＃701外装用クリアープラス(つや消し) 2 ¥1,900

半透明着色、3分つや ウッドステインプロテクター ウッドステインプロテクター ＃420外装用クリアープラス(3分つや) 3 ¥2,800 国土交通省
M-307
WP塗りA種半透明着色、つや消し ウッドステインプロテクター ウッドステインプロテクター ＃701外装用クリアープラス(つや消し) 3 ¥2,800

クリアー、3分つや ＃420外装用クリアープラス ＃420外装用クリアープラス(3分つや) 2 ¥2,100 国土交通省
M-307
WP塗りB種クリアー、つや消し ＃701外装用クリアープラス ＃701外装用クリアープラス(つや消し) 2 ¥2,100

塗りつぶし、3〜5分つや
カントリーカラープラス カントリーカラープラス 2 ¥2,700

国土交通省
M-304/JIS
K5516 SOP塗り

カントリーカラー「鳥居色」 カントリーカラー「鳥居色」 2 ¥2,900

ウッドデッキ防滑仕様、半透明着色 ウッドステインプロテクター ウッドステインプロテクター ＃430ノンスリップデッキ 3 ¥2,800
国土交通省
M-307
WP塗りB種

■内装
塗装部位 仕上げ 塗装仕様 塗装

回数
施工単価
/㎡(税別) 備考1回目塗り 2回目塗り 3回目塗り

壁、
天井など

クリアー、つやなし #1101 エキストラクリアー 1 ¥1,300
クリアー、3分つや #3101 ノーマルクリアー 1 ¥1,300
半透明着色、3分つや ウッドワックス 1 ¥1,300 国土交通省

M-306
ST塗りC種半透明着色、つやなし ワンコートオンリー 1 ¥1,300

家具、建
具

クリアー、3分つや #1101 エキストラクリアー #3101ノーマルクリアー 2 ¥2,300

クリアー、つや消し #1101 エキストラクリアー #3062 フロアークリアー(つや消し) 2 ¥2,300
上塗りは
フロアークリアー
エクスプレスも可

半透明着色、3分つや ウッドワックス #3101ノーマルクリアー 2 ¥2,300
ワンコートオンリー 2 ¥2,300

半透明着色、つや消し ウッドワックス #3062 フロアークリアー(つや消し) 2 ¥2,300 上塗りは
フロアークリアー
エクスプレスも可ワンコートオンリー 2 ¥2,300

床

クリアー、3分つや #3032 フロアークリアー(3分つや） #3032 フロアークリアー(3分つや） 2 ¥2,300
国土交通省
M-301
UC塗りB種

クリアー、2〜3分つや、速乾 #3332 フロアークリアーエクスプレス(2〜3分つや) #3332 フロアークリアーエクスプレス(2〜3分つや) 2 ¥2,300
クリアー、つや消し #3062 フロアークリアー(つや消し) #3062 フロアークリアー(つや消し) 2 ¥2,300
クリアー、つや消し、速乾 #3362 フロアークリアーエクスプレス(つや消し) #3362 フロアークリアーエクスプレス(つや消し) 2 ¥2,300

半透明着色、3分つや ウッドワックス #3032 フロアークリアー(3分つや) 2 ¥2,300 上塗りは
フロアー
クリアー
エクスプレス
も可

ワンコートオンリー

半透明着色、つや消し
ウッドワックス     #3062 フロアークリアー(つや消し) 2 ¥2,300ワンコートオンリー
#3041 フロアーカラーナチュラル #3041 フロアーカラーナチュラル 2 ¥2,300

メンテナンス ウォッシュアンドケアー ワックスアンドクリーナー 2 ¥1,100

天板

クリアー、5分つや #3046 カウンタートップオイル(5分つや) #3046 カウンタートップオイル(5分つや) 2 ¥2,300 国土交通省
M-301 
UC塗りB種

クリアー、3分つや #3028 カウンタートップオイル(3分つや） #3028 カウンタートップオイル(3分つや） 2 ¥2,300
クリアー、つや消し #3058 カウンタートップオイル(つや消し） #3058 カウンタートップオイル(つや消し） 2 ¥2,300

半透明着色、5分つや ウッドワックス #3046 カウンタートップオイル(5分つや) 2 ¥2,300
ワンコートオンリー 2 ¥2,300

半透明着色、3分つや ウッドワックス #3028 カウンタートップオイル(3分つや) 2 ¥2,300
ワンコートオンリー 2 ¥2,300

半透明着色、つや消し ウッドワックス #3058 カウンタートップオイル(つや消し) 2 ¥2,300
ワンコートオンリー 2 ¥2,300

塗りつぶし、３分つや ウッドワックスオパーク ウッドワックスオパーク 2 ¥2,600
塗りつぶし、３〜５分つや カントリーカラー カントリーカラー 2 ¥2,600

塗りつぶし、つや消し ウッドワックスオパーク ウッドワックスオパーク #3062 フロアークリアー(つや消し) 3 ¥3,500 上塗りは
フロアークリアー
エクスプレスも可カントリーカラー カントリーカラー #3062 フロアークリアー(つや消し) 3 ¥3,500

内装全般、
玩具

※ 防カビ仕様で#4006ウッドプロテクターを下塗りする場合、￥1,400/㎡加算してください

平面/施工規模100㎡程度の場合30%増しになります
令和 3 年 2 月 オスモカラー施工単価拾い出し例

【その他施工仕様】
・半透明着色(1回塗り) 1,300円/㎡
・半透明着色+クリアー上塗り(2回塗り) 2,300円/㎡

クリアー(1回塗り) 1,300円/㎡
壁、天井など

【その他施工仕様】
・半透明着色（1回塗り） 500円/m
・半透明着色+クリアー上塗り（2回塗り） 900円/m

【その他施工仕様】
・半透明着色（2回塗り） 2,300円/㎡ 
・塗りつぶし（3回塗り） 3,500円/㎡ 

クリアー（1回塗り） 500円/m
枠、巾物 (200mm相当1メートルあたり)

クリアー（2回塗り） 2,300円/㎡
家具、建具

クリアー（2回塗り） 2,300円/㎡ メンテナンス　1,100円/㎡

【その他施工仕様】
・半透明着色（2回塗り） 2,300円/㎡ 

国土交通省M-301UC塗り仕様 床

B種 半透明着色（2回塗り） 1,900円/㎡
【その他の仕様】
・A種 半透明着色（3回塗り） 2,800円/㎡
・B種 クリアー（2回塗り） 2,100円/㎡

国土交通省M-307WP塗り仕様
外 装 全 般

B種 半透明着色（2回塗り） 750円/m
巾物（200mm相当1メートルあたり） 

【その他の仕様】
・A種 半透明着色（3回塗り） 1,100円/m
・B種 クリアー（2回塗り） 800円/m

【その他の仕様】
・2回塗り 3,600円/㎡

【その他の仕様】
・2回塗り 1,400円/m

内　装

外　装

　外装
再塗装 /
塗替え

高隠ぺい(1回塗り) 1,800円/㎡

国土交通省M-304/JIS
K5516 SOP塗り同等

高隠ぺい(1回塗り) 700円
巾物（200mm相当1メートルあたり） 


