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メトロローマン メトロスレート

メトロタイル 材工価格 ￥14,000～￥16,000/㎡￥13,000～￥15,000/㎡
※100㎡以上の場合。切妻（本体・役物）材料費・施工費を含みます。
 淀等の板金工事、下葺き材の材料費・施工費は含んでおりません。

メトロローマン メトロスレート
軒先部 ￥5,900/m ￥5,200/m

ケラバ部 ￥8,800/m ￥7,800/m ※木下地（30ｘ45mmの木材）別途

棟部 ￥13,000/m ￥9,000/m ※棟換気材別途

隅棟部 ￥14,000m ￥9,000/m

壁際平行部 ￥6,500/m ￥5,800/m ※木下地別途

壁際流れ部 ￥6,500/m ￥5,800/m ※木下地別途

谷部 ￥6,500/m ￥5,800/m

メトロローマン メトロスレート
ドーマー廻り加工 ¥30,000/ヶ所 ¥30,000/ヶ所

トップライト廻り加工 ¥30,000/ヶ所 ¥30,000/ヶ所

煙突廻り加工 ¥30,000/ヶ所 ¥30,000/ヶ所

雪止め金具 ¥1,300/本 ¥1,300/本 ※取付数量は積雪量／勾配／流れ⾧さ等により異なります。

バックアップ材 ¥4,000/㎡ ※下屋部分など足場が掛かる場所は凹み防止のため

3階建て又は軒高8.5m以上 ¥1,300/㎡ ¥1,300/㎡ ※加工手間加算

強風地域割増 ¥1,300/㎡ ¥1,300/㎡

多面体屋根工事 ¥800/㎡ ¥800/㎡

小面積割増 ¥1,300/㎡ ¥1,300/㎡

●ご注意事項について（材工価格の積算基準）

・木下地で屋根面積100㎡以上の場合の価格です。下記は材工価格に含まれておりません。

 ①屋根下葺き材（ルーフィング）の材料費／施工費

 ②淀等の板金工事、特殊板金納めの場合

 ③積雪地区／高所／強風地域での特殊屋根下地シート

 ④離島地域

 ⑤鉄骨／耐火野地／RC下地の場合

 ⑥ドーム型／R型は施工できません。

 ⑦この価格表に掲載されていない付帯工事／特殊工事

 ⑧現場までの配送費・又、廃材処理費用

 ⑨作業足場・工事に必要な電力・笠木などの必要な木材

・弊社は材料販売のみで工事は請負っておりません。施工は屋根施工業者さんに施工依頼してください。

・施工地域によって屋根工事費用は異なりますのでご了承ください。又、施工でお困りの場合はお問合せください。

●商品特性／施工に関して

・札幌市では落雪防止屋根材として認可されておりますが、無落雪を保証するものではありません。

・鋼板の石粒（天然石）は鉱山のロットにより、多少の色違いが発生する可能性がありますのでご了承下さい。

・天井断熱・気密性能が悪い条件下では、すが漏れの危険性・氷柱発生・表層雪崩の危険性が高まりますので注意願います。

・野地板には構造用合板12mm以上を使用する事をお勧めします。

・設置の勾配は2.5寸以上と致します。（メトロスレートは3寸以上）

・下屋部分など足場が掛かる場所は凹み防止のためバックアップ材の施工をお願いします。

・詳細の施工要領／施工動画を用意しておりますので、詳細は施工要領を参照してください。

●商品の保証／注意事項に関して

・材料品質30年、美観10年を保証します。詳細は保証書を参照願います。

・メトロスレート本体の下端折返し部分は製造工程上の関係で石粒が付着しておりませんので、下屋部分などの1Fから見える箇所では近似色の塗装をする事

 をお勧め致します。（性能上は塗装無しでも問題ありません。）

・本体の表面には予め多めに石粒が付着してあります。（施工時に剥がれる可能性があるため）

 施工完了後も1～3年程は暴風雨等によって石粒が剥がれる可能性がありますので、お施主様にはその旨お伝え願います。（表面の石粒がある程度剥がれたら落ち着きます）

・太陽光が当たらない場所に関して、天然石粒のため藻類が発生する可能性がありますが屋根構造上には問題ありません。
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※1箇所当りの費用。概ねW900ｘH900mm程度。板金込価格。
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MTRO TILE（メトロタイル）標準材工設計価格表
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商品名 有効寸法 入数 用途 定価

ローマン 本体 1,220ｘ368mm 2.22枚/㎡ ￥4,000/枚

ローマン 丸トリム 150ｘ370mm ケラバ・寄棟納め ¥1,600 /枚

ローマン 丸トリムエンド 150ｘ150mm 丸トリム先端納め ￥950/枚

ローマン バードストップ L＝1,900mm 軒先納め ￥4,300/枚

ローマン ドリップエッジ L＝1,900mm 軒先納め ￥2,400/枚

ローマン 棟エプロン L＝1,900mm 棟納め ￥3,400/枚

ローマン 波型シールテープ L=1,900mm 棟換気納め ￥1,200/本

ローマン リッジベンツキャップ L＝1,900mm 棟納め ￥6,500/枚

ローマン ヘッドウォールフラッシュ L＝1,900mm 平行部壁際納め ￥4,200/枚

ローマン サイドウォールフラッシュ L＝1,900mm 流れ部壁際納め ￥3,700/枚

ケラバ用捨板 L＝1,900mm ブラック色 ケラバ用捨板 ￥5,000/枚

ローマン バックアップ材 下地補強材 ￥1,600/枚

～共通部材～

専用ファスナー 38mm 500本/袋 約40㎡/袋 本体施工用 ￥10,000/袋

専用ファスナー 63mm 500本/袋 約40㎡/袋 棟等の役物施工用 ￥12,000/袋

仕上げキット 専用補修キット ￥3,000/セット

カスタムシャット 20kg 1,000mmｘ10.5m 粘着タイプ下葺材 ￥22,000/本

カッパルーフ2号 15kg 1,000mmｘ21m 下葺材 ￥16,500/本

雪止め金具 ブラック色 ￥700/ケ

寄棟捨板 L＝1,900mm ブラック色 寄棟用捨板 ￥5,600/枚

ウォールフラッシング L＝1,900mm ブラック色 ケラバ・壁際用捨板 ￥3,500/枚

谷板金 L＝1,900mm ブラック色 谷用捨板 ￥8,200/枚

シールテープ 小 10x15x2,000mm 本体重なり部分 ￥380/巻

※定価は全て税抜価格となっております。

※納品先までの配送料は別途となります。

※価格は材料費のみの価格です。施工費は含まれておりません。
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商品名 有効寸法 入数 用途 定価

スレート 本体 1,250ｘ255mm 3.14枚/㎡ ￥3,200/枚

スレート スターター L＝1,900mm 軒先納め ￥3,900/枚

スレート バージチャネル L＝1,900mm ケラバ納め ￥11,000/枚

スレート リッジベンツキャップ L＝1,900mm 棟納め ￥6,500/枚

スレート リッジ/ヒップスタンダードキャップ L＝1,900mm 寄棟納め ￥6,200/枚

スレート ヘッドウォールフラッシュ L＝1,900mm 平行部壁際納め ￥5,000/枚

スレート サイドウォールチャネル L＝1,900mm 流れ部壁際納め ￥9,800/枚

スレート トリムキャップ（※オプション） L=240mm 隅棟納め ￥900/枚

スレート リッジヒップアンダーフラッシング L＝1,900mm 寄棟用捨板 ￥4,200/枚

スレート バレー L＝1,900mm ブラック色 谷用捨板 ￥7,800/枚

スレート バックアップ材 L=300mm 下地補強材 ￥550/枚

スレート 雪止め金具 ￥1,500/ケ

スレート シールテープ 30ｘ15ｘ2,000mm 棟納め ￥1,000/巻

～共通部材～

専用ファスナー 38mm 500本/袋 約40㎡/袋 本体施工用 ￥10,000/袋

専用ファスナー 63mm 500本/袋 約40㎡/袋 棟等の役物施工用 ￥12,000/袋

仕上げキット 専用補修キット ￥3,000/セット

※定価は全て税抜価格となっております。

※納品先までの配送料は別途となります。

※価格は材料費のみの価格です。施工費は含まれておりません。

METRO ROMAN（メトロ ローマン） 定価表

METRO SLATE定（メトロスレート） 定価表


