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番号 箇所 項目 A(契約時内容からの変更) 追加日 承認日 見積り金額 採用不採用
1 洗面浴室 内装工事 タイルA「アップタウン」を「ソナラ」に変更 9月1日 9月1日 ¥27,080 ¥27,080
2 - 内装工事 「キッチン部のみ」のフローリングAの床を中止。 9月29日 10月22日 ¥-21,924 ¥-21,924
3 - 内装工事 モルタル金鏝t=16の床を全て中止。 9月29日 10月18日 ¥-655,000 不採用
4 キッチン 空調換気設備工事 レンジフード「F3」を施主支給品に変更。※本体取付、配管接続は本工事のまま 9月29日 10月18日 ¥-200,000 ¥-200,000
5 SCL 木製建具工事 WD2中止(姿見は残し) 10月22日 11月26日 ¥-27,600 ¥-27,600
6 LDK 内装工事 キッチンカウンター側薪置き用四方St.FB中止(将来用AC置き場となるため) 11月25日 11月26日 ¥-24,000 ¥-24,000
7 洗面所 衛生設備工事 洗面器：FONTE TRADING/B1-BF810 (混合水栓：FONTE TRADING/BX-5610)中止 12月22日 1月28日 ¥-122,400 ¥-122,400
8 洗面所 左官工事 洗面カウンターモルタル+撥水を変更　変更仕様はBリストに記載 12月22日 1月28日 ¥-93,500 ¥-93,500
9 外壁 外壁・塗装工事 大壁工法+JP吹付（ゆず肌）をニチハ｢メモリア｣へ変更 2月1日 2月2日 ¥-976,500 不採用

10 内壁 内装・塗装工事 塗装用パテ処理+AEP塗装を中止。変更仕様はB-18 2月2日 2月2日 ¥-741,950 不採用
11 床下 建材工事 基礎内　硬質ウレタン吹付　t30からスタイロ張付けへ変更　変更仕様はB-23 2月3日 2月10日 ¥-252,000 ¥-252,000
12 外壁 塗装工事 JP吹付（ゆず肌）をJP左官塗りエンシェントブリックへ変更　変更仕様はB-25 2月8日 2月10日 ¥-418,500 ¥-418,500
13 - 金物工事 大型ハッチx1と床下収納庫x2を施主支給に変更 2月17日 3月3日 ¥-50,000 ¥-50,000
14 キッチン 設備工事 キッチンシンクを専用まな板、水切りタイプへ変更　変更仕様はB-30 2月17日 3月3日 ¥-81,300 ¥-81,300

15 LDK 建材工事 Y6-X3～X4部の天井埋込カーテンレール中止 (3/17 3方中止に更新) 3月10日 3月24日 ¥-13,920 不採用
16 玄関 設備工事 インターホン本体を施主支給品に変更。本体取付接続は本工事のまま 3月17日 3月24日 ¥-56,100 ¥-56,100
17 個室1 内装工事 スクリーンbox中止 ※大工労務費より減額 3月17日 3月24日 ¥-2,000 ¥-2,000
18 テラス 金属工事 契約見積りにて、タープ用丸カンプレート4ヶ所（5,400円）中止。 3月24日 3月31日 ¥-21,600 ¥-21,600
19 LDK 照明設備図 シーンリモコンL1を調光(お好み点灯)タイプ「WTY5322WK」に変更　全数計　10,800円※サービスとする 3月31日 4月14日 ¥0 ¥0
20 玄関 金物工事 表札は中止 4月14日 4月14日 ¥-40,000 ¥-40,000
21 キッチン 内装工事 バックボード側の上部固定棚x1段を中止 4月14日 4月28日 ¥-6,000 ¥-6,000
22 玄関 左官工事 モルタルt6塗りを取止め　3,300円/㎡*5.4㎡ 4月26日 4月28日 ¥-17,820 ¥-17,820
23

小計 ¥-3,795,034 ¥-1,407,664
-4.42% 値引き分 ¥167,741 ¥62,219

小計(税別) ¥-3,627,293 ¥-1,345,445
小計(税込) ¥-3,990,023 ¥-1,479,990

番号 箇所 項目 B(契約後の追加内容) 追加日 承認日 見積り金額 採用不採用
1 パントリー 木製建具工事 WD17追加 9月1日 10月18日 ¥26,000 ¥26,000
2 - 電気設備工事 コンセント追加(図面資料参照) 9月29日 10月18日 ¥30,960 ¥30,960
3 テラス 給排水設備工事 テラスの手洗いに給湯配管追加 9月29日 10月18日 ¥2,720 ¥2,720
4 基礎内 大工工事 基礎内ACを囲むように木下地+PBt=12.5素地(片側のみ)を追加。※図面資料参照 9月29日 10月18日 ¥11,260 不採用

5 - 内装工事
「キッチン部のみ」のフローリングAの床を
タイルB「ダイナワン/アップタウン(色：ボーン)※限定セール品」に変更

9月29日 10月22日 ¥86,310 ¥86,310

6 - 内装工事 モルタル金鏝t=16の床を全てタイルB「ダイナワン/アップタウン(色：ボーン)※限定セール品」に変更 9月29日 10月18日 ¥897,350 不採用
7 LDK 電気設備工事 リビングとダイニングにフロアコンセント「LAMP コンセントカバー DMC1W型」計2箇所追加 10月18日 11月8日 ¥36,000 ¥36,000
8 浴室 ガラス工事 防錆ミラーt=5(W350xH1500)追加 10月22日 11月8日 ¥33,600 ¥33,600

9 基礎内 金属工事
基礎AC前にガルバリウム鋼板製送風box(W1300xH400xD400)追加　※中間ダクトファンx2は施主支給　※
2/11 27番の採用によって中止

11月8日 11月26日 ¥49,200 不採用

10 LDK 空調工事 「キッチンカウンター下」「リビングニッチ下」に将来床置きAC用予備配管と木製ガラリ(建具工事)追加 11月8日 11月26日 ¥154,000 ¥154,000
11 アプローチ 外構工事 道路際の砕石敷き(施主施工)を土間コン金鏝押さえに変更 11月8日 11月26日 ¥150,000 不採用
12 - 伐採工事 敷地内の高木3本の伐採撤去 11月26日 11月26日 ¥800,000 不採用
13 外構 外構工事 VE時に中止した砕石敷き工事(VE41番)を本工事に戻す 11月26日 11月26日 ¥88,500 ¥88,500
14 洗面所 衛生設備工事 洗面器：sanwacompany/WA08911 (混合水栓：LIXIL/LF-E345SYC)追加 12月22日 1月28日 ¥135,000 ¥135,000

15 洗面所 建材工事 洗面台の天板「モルタル金鏝+撥水材」を人造大理石t=10(W1443xD600x前垂れ200mm)に変更 12月22日 1月28日 ¥126,000 ¥126,000
16 SCL 電気設備工事 SCL内にL2スイッチ(シーンリモコン)を1つ追加 1月19日 1月28日 ¥8,450 ¥8,450
17 外壁 外壁工事 AリストNo.9　ニチハ｢メモリア｣へ変更　コーナー役物も含む 2月1日 2月2日 ¥1,045,400 不採用
18 内壁 内装工事 内部壁仕上げ(PB=12.5 EP)を「日本化成/NSフィラーエース仕上げ」に変更 2月1日 2月2日 ¥1,394,460 不採用
19 - 内装工事 天井下地上に透湿防水シート追加 2月1日 2月2日 ¥22,400 ¥22,400
20 外壁 外壁工事 外壁1(焼杉)の張り方横張りを鎧張りに変更(材料+手間費追加) ※端部等納め方次第でさらに追加費要 2月1日 2月2日 ¥277,200 不採用
21 外壁 外壁工事 外壁1(焼杉)を横張りのままでジョイント部コーキング(黒)を追加 ※材料は支給で決定2/10 2月2日 2月10日 ¥50,000 ¥50,000
22 キッチン 照明設備 キッチン上部に引掛けシーリング1か所追加 2月2日 2月10日 ¥4,000 ¥4,000
23 - 建材工事 スタイロエースⅡ　3種　張付け断熱 2月3日 2月10日 ¥160,230 ¥160,230
24 - 建材工事 基礎部床下に防音用途の吹付断熱(t=75)追加 ※2/14金額更新 2月3日 2月10日 ¥36,300 ¥36,300
25 外壁 左官工事 大壁工法の上　JP仕上げをエンシェントブリックに変更 2月8日 2月10日 ¥576,600 ¥576,600
26 洗面所 家具工事 洗面台にニッチbox追加 2月10日 3月3日 ¥37,000 ¥37,000
27 基礎内 空調工事 支給空調(AC1)をダクト型に変更による配管取り付け費追加 2月11日 2月11日 ¥60,000 ¥60,000
28 - 空調工事 床吹き出しガラリをダクト直結タイプに変更し、ダクト結露防止の保温巻きを追加 2月17日 3月3日 ¥22,000 ¥22,000
29 ストレージ 金物工事 大型ハッチの位置をパントリーからストレージ内に変更。作業費追加 2月17日 3月3日 ¥0 ¥0

30 キッチン 設備工事
キッチンシンク「Ras800-410」を「Ras800-410DAN」に変更し、専用まな板「Ras250-404MN」と専用水切りト
レー「Ras250-404MT」を追加

2月17日 3月3日 ¥139,100 ¥139,100

31 廊下 鋼製建具工事 G2「Fix窓」にスリフィルム追加 3月3日 3月3日 ¥11,000 ¥11,000
32 玄関 建材工事 防音を目的としてX3-Y2～Y5間にGW断熱材追加(トラス部) 3月10日 3月10日 ¥10,000 ¥10,000
33 リビングダイニング 電気設備工事 フロアコンセント「LAMP コンセントカバー DMC1W型」の色を金属タイプ(シルバー)に変更　3ヶ所分+送料 3月10日 3月17日 ¥19,050 ¥19,050
34 テラス 電気設備工事 テラス内防水コンセント1箇所中止の上3月16日現地施主要望により各ガレージカメラ下へコンセント追加 3月10日 3月17日 ¥7,200 ¥7,200
35 基礎内 空調工事 分岐チャンバー「FY-BBH042」x2個追加、「防振吊金具」追加 3月10日 3月17日 ¥35,000 ¥35,000
36 基礎内 照明器具 基礎内照明器具x3個追加　電源及びスイッチ工事+器具 3月10日 3月24日 ¥54,000 ¥54,000
37 リビング 電気設備工事 スピーカー用途による空配管及びコンセントプレート (3/17 スピーカー用配管2箇所追加更新) 3月10日 3月24日 ¥37,260 ¥37,260
38 リビング 電気設備工事 スピーカー設置台数の増による取付設置接続費　当初9台→15台（個室1を含む） 3月17日 3月24日 ¥19,980 ¥19,980
39 各トイレ 空調工事 空調吹き出し口の設置　2ヶ所　5,000にて口頭説明済 3月24日 3月31日 ¥5,000 ¥5,000
40 テラス 雑工事 タープ製品支給の上、ワイヤー張り取付手間　大工及び三島にて作業金額とします。 3月24日 3月31日 ¥15,000 不採用
41 寝室 電気設備工事 ニッチ内にコンセント1か所追加 3月31日 4月14日 ¥4,140 ¥4,140
42 洗面所 家具工事 洗面台下にメラミンランバーt=30 D350 インロー納め　面材「LP-509」1段追加 4月7日 4月14日 ¥22,000 ¥22,000
43 洗面所 金物工事 タオル用フック「カワジュン/SC-805-GQ」x2個追加　送料込み 4月7日 4月14日 ¥5,000 ¥5,000
44 各所 大工工事 施主支給品足場板を面台として取付　指定ヶ所　取付費15,000円　※サービスとする 4月7日 4月14日 ¥0 ¥0
45 トイレ 大工工事 トイレニッチ追加（トイレットペーパー置き場）　1ヶ所　造作費8,000円　※サービスとする 4月7日 4月14日 ¥0 ¥0

46 キッチン 内装工事
キッチンカウンター見付(中庭側※AC部は除く)とWD15を杉本実板貼り(縦貼り)に変更　※壁杉板材、建具
面材差額分を含めサービスとする。4,500円　右記張付け手間のみ

4月14日 4月21日 ¥4,500 ¥4,500

47 キッチン 内装工事
キッチンカウンター天板追加(足場板L1500xD400 ※2方向に30mmずつチリ出し 天板より5mm浮かせ)　※
澤崎足場板材については差し上げます。1枚3,000円程度　取付手間費のみ請求

4月14日 4月21日 ¥7,500 ¥7,500

48 リビング 家具工事 ベイマツ120角と鉄部材でローテーブル(W1200xD600 素地)製作 ※別紙図面参照 4月14日 4月21日 ¥89,400 ¥89,400
49 玄関 タイル工事 玄関床をタイル貼りに変更　ダイナワン　ソナラⅡ　色ボーン 4月27日 4月28日 ¥37,800 ¥37,800
50
51

小計(税別) ¥6,843,870 ¥2,204,000
小計(税込) ¥7,528,257 ¥2,424,400

■未承認
■承認済 採用頂いている増減金額 A+B 合計(税込) ¥3,538,234 ¥944,410
■不採用
※全て契約後の変更リスト 請負金額(税込4800万円)との合計 ¥51,538,234 ¥48,944,410

山田邸変更リスト


