
Passive Wall®

パッシブウォール®

湿 式 外 断 熱 工 法

人 に、建 物 に、地 球 に。外 断 熱 と い う や さ し さ を。

D101B 20.09.4S.SZ

●改良のため、予告なく仕様・価格の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。　
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明をもらい、至急弊社にご連絡ください。

）。すまねかい負を責、は合場たれさ見発に日後（。いさだくてし認確もかいなが常異に品製に前用使ご、たま　
●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
●このカタログに掲載されている設計価格（材工込）の工事部分は弊社にて推測したものです。
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14：00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

http://www.aica.co.jp/ アイカ工業

業務用

アイカ工業株式会社
ISO  9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。●アイカカタログセンター
TEL〈052〉409-1471 TEL〈052〉409-8313〈0120〉525-100

●本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート（SDS）も合せてお読みください。
●記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものでは
ありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

共通項目

アイカ塗板センターTEL〈052〉380-7151

●塗板見本のご請求はホームページまたはFAXにて
FAX〈052〉380-7621

パッシブウォール設計価格表

仕上げパターンのみ材工価格（/㎡）
JP-100 JQ-620 JQ-650 JQW-650
低汚染 高耐候性 可とう性 可とう性・冬季施工

1 リシンN3 コテ ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
2 アートクリフ コテ ¥5,000 ¥5,800 ¥5,400
3 かき落とし コテ ¥4,200 ¥5,400 ¥4,600
4 校倉 コテ ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900
5 エンシェントブリック コテ ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900
6 エンシェントブリックS コテ ¥5,200 ¥6,400 ¥5,600
7 ミーティア 吹付＋コテ ¥5,200 ¥6,400 ¥5,600
8 割肌 コテ ¥4,600 － －
9 ワイルドランダム コテ ¥4,600 ¥5,800 ¥5,100
10 モアプレーン コテ ¥7,000 ¥8,400 ¥7,500
11 ゲラーデ 吹付 ¥4,700 ¥5,900 ¥5,200
12 小粒ロックS 吹付 ¥3,600 ¥4,800 ¥4,100
13 校倉R（AG対応可） ローラー ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900
14 ソードストーン（AG対応可） ローラー ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900
15 レイヤーストーン（AG対応可） ローラー ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900
16 ファンタジーブリック（AG対応可） ローラー ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900
17 アンティークストーン（AG対応可） ローラー ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900
18 スフィンクス（AG対応可） ローラー ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900
19 バーナー（AG対応可） ローラー ¥5,500 ¥6,700 ¥5,900

2022.12.1~

※AG対応は＋¥1,000/㎡になります。※特注色は＋¥600/㎡になります。
※冬季施工用ノンフリーズタイプ(JPW-100)は+200/㎡になります。
改修専用タイプ

下地調整 トップ
1 セーフシーラーJS-800 JQ-800 ¥2,600
2 セーフシーラーJS-800 JQ-810 ¥3,200
3 セーフシーラーJS-800 JQ-820 ¥3,200

※ 上記価格は一般的な外装の改修における価格です。改修する外壁の状
態で実際の価格が変わります。

※ 上記価格は足場代、洗浄代、クラック等の補修費用は含まれていません。

オプション（/㎡）
トップコート

1 クリーンウォッシュ（低汚染トップコート） 吹付 ¥1,900
2 クリーンマジック（水性光触媒トップコート） 吹付 ¥3,200

接着モルタル～メッシュふせ込み材工価格（/㎡）
PWボード厚み

1 50mmまで ¥11,000
2 60mmまで ¥11,700
3 70mmまで ¥12,300
4 80mmまで ¥13,000
5 90mmまで ¥13,600
6 100mmまで ¥14,300

※100mm以上は別途お問い合わせください。

端部処理材工価格（/m）
部位 備考

1 出隅 ¥3,000 やり違い貼り＋折り返し2重メッシュ
2 端部処理（バックラップ） ¥3,500 開口部3方
3 端部処理（シーリングテープ） ¥3,500 端部廻り

耐衝撃仕様 PWパンザーメッシュ ¥5,000強化メッシュ

※その他諸条件・備考条件につきましては担当者へご連絡お願いいたします。

※設計価格は消費税抜きとなります。
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300㎡基準の材工共の㎡単価です。
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パッシブウォール®

湿 式 外 断 熱 工 法

人 に、建 物 に、地 球 に。外 断 熱 と い う や さ し さ を。

D101B 20.09.4S.SZ

●改良のため、予告なく仕様・価格の変更並びにアイテムの改廃をすることがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。　
●荷受けの際、必ず破損の有無をご確認ください。万一破損のある場合は、運送会社の証明をもらい、至急弊社にご連絡ください。

）。すまねかい負を責、は合場たれさ見発に日後（。いさだくてし認確もかいなが常異に品製に前用使ご、たま　
●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。
●このカタログに掲載されている設計価格（材工込）の工事部分は弊社にて推測したものです。
●©アイカ工業株式会社　本書に収録したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店所の営業日は、月～金（除く：土日祝休）です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14：00です。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

http://www.aica.co.jp/ アイカ工業

業務用

アイカ工業株式会社
ISO  9001 認証取得 JQA-2019
ISO 14001 認証取得 JQA-EM0513
ISO 45001 認証取得 JQA-OH0017

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。●アイカカタログセンター
TEL〈052〉409-1471 TEL〈052〉409-8313〈0120〉525-100

●本カタログに記載されている製品の使用、取扱い、保管については、必ず製品説明書および安全データシート（SDS）も合せてお読みください。
●記載内容は当社試験結果によるもので十分信頼し得るものと考えておりますが、ご需要家各位において使用された結果を必ずしも保証したものでは
ありません。また、使用目的、使用条件により結果が相違する場合もありますので、予めご需要家各位でご確認されることを推奨します。

共通項目

アイカ塗板センターTEL〈052〉380-7151

●塗板見本のご請求はホームページまたはFAXにて
FAX〈052〉380-7621

パッシブウォール設計価格表

仕上げパターンのみ材工価格（/㎡）
JP-100 JPW-100 JQ-620 JQ-650 JQW-650
低汚染 低汚染・冬季施工 高耐候性 可とう性 可とう性・冬季施工

1 リシンN3 コテ ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
2 アートクリフ コテ ¥4,500 ¥5,600 ¥4,900
3 かき落とし コテ ¥3,800 ¥4,900 ¥4,200
4 校倉 コテ ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
5 エンシェントブリック コテ ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
6 エンシェントブリックS コテ ¥4,700 ¥5,800 ¥5,100
7 ミーティア 吹付＋コテ ¥4,700 ¥5,800 ¥5,100
8 割肌 コテ ¥4,200 － －
9 ワイルドランダム コテ ¥4,200 ¥5,300 ¥4,600
10 モアプレーン コテ ¥6,500 ¥7,600 ¥6,900
11 ゲラーデ 吹付 ¥4,300 ¥5,400 ¥4,700
12 小粒ロックS 吹付 ¥3,300 ¥4,400 ¥3,700
13 校倉R（AG対応可） ローラー ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
14 ソードストーン（AG対応可） ローラー ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
15 レイヤーストーン（AG対応可） ローラー ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
16 ファンタジーブリック（AG対応可） ローラー ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
17 アンティークストーン（AG対応可） ローラー ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
18 スフィンクス（AG対応可） ローラー ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
19 バーナー（AG対応可） ローラー ¥5,000 ¥6,100 ¥5,400
※AG対応は＋¥900/㎡になります。
※特注色は＋¥500/㎡になります。

300㎡基準の材工共の㎡単価です。

改修専用タイプ
下地調整 トップ

1 セーフシーラーJS-800 JQ-800 ¥2,400
2 セーフシーラーJS-800 JQ-810 ¥3,000
3 セーフシーラーJS-800 JQ-820 ¥3,000
※ 上記価格は一般的な外装の改修における価格です。改修する外壁の状
態で実際の価格が変わります。

※ 上記価格は足場代、洗浄代、クラック等の補修費用は含まれていません。

オプション（/㎡）
トップコート

1 クリーンウォッシュ（低汚染トップコート） 吹付 ¥1,700
2 クリーンマジック（水性高触媒トップコート） 吹付 ¥3,000

接着モルタル～メッシュふせ込み材工価格（/㎡）
PWボード厚み

1 50mmまで ¥10,000
2 60mmまで ¥10,600
3 70mmまで ¥11,200
4 80mmまで ¥11,800
5 90mmまで ¥12,400
6 100mmまで ¥13,000
※100mm以上は別途お問い合わせください。

端部処理材工価格（/㎡）
部位 備考

1 出隅 ¥3,000 やり違い貼り＋折り返し2重メッシュ
2 端部処理（バックラップ） ¥3,500 開口部3方
3 端部処理（シーリングテープ） ¥3,500 端部廻り
4 耐衝撃仕様 ¥5,000 強化メッシュ施工
※その他諸条件・備考条件につきましては担当者へご連絡お願いいたします。

※設計価格は消費税抜きとなります。
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