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①グラベルフィックス（使用する砂利:砕石）標準設計価格表

グラベルフィックス プロ 材工価格

掘削工事（深さ280mm程度） 50 ㎡ ¥1,600 ¥80,000

路盤工事（砕石C40程度＋転圧、厚み200mm程度） 50 ㎡ ¥850 ¥42,500

敷砂・転圧工事（厚み30mm程度） 50 ㎡ ¥350 ¥17,500 ※レベル調整含む

グラベルフィックス プロ本体 764ｘ1,176ｘ32mm 50 ㎡ ¥4,710 ¥235,500 ※0.9㎡/枚

グラベルフィックス プロ本体敷設工事 50 ㎡ ¥1,100 ¥55,000 ※カット含む

砕石充填・転圧（材工） 50 ㎡ ¥1,000 ¥50,000 ※6号砕石:￥7,000/m3（比重1.65t/ｍ3）

合計 ¥9,610 ¥480,500

⓶グラベルフィックス（使用する砂利:砕石）標準設計価格表 　※大型案件用

グラベルフィックス プロ 材工価格

掘削工事（深さ280mm程度） 1000 ㎡ ¥1,300 ¥1,300,000

路盤工事（砕石C40程度＋転圧、厚み200mm程度） 1000 ㎡ ¥700 ¥700,000

敷砂・転圧工事（厚み30mm程度） 1000 ㎡ ¥300 ¥300,000 ※レベル調整含む

グラベルフィックス プロ本体 764ｘ1,176ｘ32mm 1000 ㎡ ¥4,710 ¥4,710,000 ※0.9㎡/枚

グラベルフィックス プロ本体敷設工事 1000 ㎡ ¥700 ¥700,000 ※カット含む

砕石充填・転圧（材工） 1000 ㎡ ¥900 ¥900,000 ※6号砕石:￥7,000/m3（比重1.65t/ｍ3）

合計 ¥8,610 ¥8,610,000

※グラベルフィックス1㎡あたり約60kgの砂利を使用。砕石60kgで算出しております。

③グラベルフィックス（使用する砂利:砕石＋化粧砂利）標準設計価格表

グラベルフィックス プロ 材工価格

掘削工事（深さ280mm程度） 50 ㎡ ¥1,600 ¥80,000

路盤工事（砕石C40程度＋転圧、厚み200mm程度） 50 ㎡ ¥850 ¥42,500

敷砂・転圧工事（厚み30mm程度） 50 ㎡ ¥350 ¥17,500 ※レベル調整含む

グラベルフィックス プロ本体 764ｘ1,176ｘ32mm 50 ㎡ ¥4,710 ¥235,500

グラベルフィックス プロ本体敷設工事 50 ㎡ ¥1,100 ¥55,000

砕石＋化粧砂利充填・転圧（材工） 50 ㎡ ¥3,300 ¥165,000 ※化粧砂利:￥112,000/m3（比重1.4t/m3）

合計 ¥11,910 ¥595,500

④グラベルフィックス（使用する砂利:砕石＋化粧砂利）標準設計価格表　※大型案件用

グラベルフィックス プロ 材工価格

掘削工事（深さ280mm程度） 1000 ㎡ ¥1,300 ¥1,300,000

路盤工事（砕石C40程度＋転圧、厚み200mm程度） 1000 ㎡ ¥700 ¥700,000

敷砂・転圧工事（厚み30mm程度） 1000 ㎡ ¥300 ¥300,000 ※レベル調整含む

グラベルフィックス プロ本体 764ｘ1,176ｘ32mm 1000 ㎡ ¥4,710 ¥4,710,000

グラベルフィックス プロ本体敷設工事 1000 ㎡ ¥700 ¥700,000

砕石＋化粧砂利充填・転圧（材工） 1000 ㎡ ¥3,100 ¥3,100,000 ※化粧砂利:￥112,000/m3（比重1.4t/m3）

合計 ¥10,810 ¥10,810,000

※グラベルフィックス1㎡あたり約60kgの砂利を使用。砕石30kg＋化粧砂利30kgで算出しております。

●ご注意事項について（材工価格の積算基準）

・下地施工費・材料費は一般的な価格でみております。又、施工地域によって砕石の種類や路盤深さなどは各地域によって調整してください。

・グラベルフィックス＋砂利の下地については土間コンクリート／インターロッキングと同じ基準となっております。

・掘削工事の残土処理費用／現場までの配送費用（グラベルフィックス・砕石／化粧砂利など）はみていません。

・掘削工事～化粧砂利充填工事まで50㎡程度ですと施工で約2日程度です。

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

・施工地域によって外構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。

・正式な歩掛に関しましてはお問合せください。

●商品特性／施工に関して

・グラベルフィックスは直射日光の当たる場所での保管は避け、屋内に保管してください。現場でも材料保管の場合はブルーシート等で覆って保管してください。

 又、歪み防止のため、横積みで保管し縦積みは避けてください。

・グラベルフィックスには予め砂利の沈下を防ぐために不織布が本体に溶着されております。不織布は防草効果を発揮しますが、全ての雑草を抑制する訳では

 ありませんので防草が必要な場合は、グラベルフィックスを敷設する前に透水性のある防草シートを敷設してください。

・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。

・大型車などの車両乗入れの場合はグラベルフィックスプロを使用し、歩行用の場合などはグラベルフィックスライトを使用してください。

標
準
工
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本体工事 材工価格 備考

￥10,810/㎡ ※50㎡以上の場合。詳細は下記参照

本体工事 数量 単位 単価 金額 備考

標
準
工
事

本体工事 材工価格 備考

￥8,610/㎡ ※50㎡前後の場合。詳細は下記参照。他詳細は別途お問合せ

本体工事 数量 単位 単価 金額 備考

標
準
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本体工事 材工価格 備考

￥11,910/㎡ ※50㎡以上の場合。詳細は下記参照

本体工事 数量 単位 単価 金額 備考

標
準
工
事

材工価格 備考

￥9.610/㎡ ※50㎡前後の場合。詳細は下記参照。他詳細は別途お問合せ

本体工事 数量 備考単位 単価 金額

本体工事

GRAVELFIX PRO（グラベルフィックス プロ）標準材工設計価格表
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商品名 寸法 入数/カラー 重量 定価

グラベルフィックス プロ 1,176ｘ764ｘ32mm 0.9㎡/枚・グレー 約1.53kg/枚 ￥5,300/枚

グラベルフィックス ライト 1,176ｘ764ｘ26mm 0.9㎡/枚・グレー 約1.19kg/枚 ￥4,500/枚

グラベルエッジL 1,200ｘ45ｘ45mm ブラック色 ￥1,700/本

グラベルエッジ用固定ピン 20本/箱 ￥2,000/箱

※エッジ1本に対してピン4本使用します

パーキングマーカープロ ブラック色 ￥1,000/ケ

グラスフィックスエコ＋ 560ｘ380ｘ32mm グレー色 約0.9kg/枚 ￥1,200/枚

グロウストーン 6～9mm/粒 スカイブルー 2kg/袋 ￥7,500/袋

グロウストーン 6～9mm/粒 ブルーグリーン 2kg/袋 ￥7,500/袋

グロウストーン 6～9mm/粒 イエローグリーン 2kg/袋 ￥7,500/袋

※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。

GRAVELFIX（グラベルフィックス）／ GRASS FIX ECO+（グラスフィックスエコ＋）／専用砂利 定価表


