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一般社団法人 北海道ビルダーズ協会 

会 員 各 位 

 

  一般財団法人経済調査会 北海道支部 

支部長 田中 寿一 

 

積算資料ポケット版 『住宅建築編』 2022 年度版 

 発刊のご案内 
 

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素は当会事業に関し、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、当会より積算資料ポケット版『住宅建築編』2022 年度版を発刊しましたのでご

案内申し上げます。 

 本誌は、新築住宅の工事費や材料費を工種別に分類し、掲載しております。 

特集として、「Ⅰ.木造住宅の省エネ性能とコスト比較－脱炭素社会に向けて住宅事業者が

取り組むべきこと－」と「Ⅱ.木造住宅の劣化対策、耐久性向上の処方箋」。設計･見積り実

例では「とっとり健康省エネ住宅認定実例」、「ZEH 仕様、長期優良住宅」、「地域型住宅グ

リーン化事業」の３事例を、詳細な仕様と見積書を交えて紹介しています。 

 

つきましては、皆様の業務に有用な図書と思われますので、この度の発刊の機会に、関連

図書も含めてご案内致しますので、是非ご利用賜りますようご案内申し上げます。 

ご希望の方は裏面の専用申込書に必要事項をご記入の上、経済調査会北海道支部宛てFAX

（011－241－2346）でお申込み下さい。 

 

特典：専用申込書でお申込みの場合、送料（４５０円）をサービスとします。 
                                   謹白 

 

当会図書販売サイト「Bookけんせつ plaza」で、ご案内図書の詳細をご覧になれます。 

https://book.zai-keicho.or.jp/ 

 

※なお、既にご予約・お申し込みの方に本状が届きました場合は、重複案内の非礼をお許しください。 

図書の送本・請求などのお問合せ先 

 

 

 

 

 

一般財団法人 経済調査会 北海道支部 業務担当 
〒060-0001 札幌市中央区北一条西３丁目２ 井門札幌ﾋﾞﾙ 

電話 011-241-9491  FAX 011-241-2346 

https://book.zai-keicho.or.jp/


一般財団法人 経済調査会 北海道支部  行 

 

 

図 書 購入 専用 申 込 書 
 

 

申込期限：令和４年９月末 

特典：本専用申込書でお申込みの場合、送料（４５０円）をサービスとします。 

 

 

【専門図書】 （価格はすべて税込、送料無料サービス。） 

図  書  名 発刊年月 価格（税込） 申込部数 

NEW    
積算資料ポケット版 住宅建築編 

2022年度版 

2022 年 4 月 2,934 円 部 

積算資料ポケット版  
リフォーム編 2022 

2021 年 10 月 2,934 円 部 

積算資料ポケット版  
マンション修繕編 2021/2022  2021 年 10 月 2,934 円 部 

 
 
※太線内の必要事項をご記入ください。           令和    年   月   日 

ご 住 所     

(〒    －       ) 

フリガナ  

会社名・部署名 
 

 

ご担当者名  T E L (     )      － 

備 考  

 

ご記入いただいた個人情報は、ご希望がある場合を除き、本件のお申し込み以外には使用いたしません。なお、送本等の一部業務は、守秘義務を含む業務契約を締結した協力

会社に委託することがあります。                                             

 
010-21-140 

 

申込みＦＡＸ番号 
 

０１１－２４１－２３４６ 
 



豊富な実例・データに基づく

 工事単価情報誌!

リフォーム編リフォーム編

マンション修繕編マンション修繕編

1. 仮設工事
2. 土･地業工事
3. 基礎工事
4. 鉄筋コンクリート工事
5. 鉄骨･耐火被覆工事
6. ＡＬＣ工事
7. 防水工事
8. 木工事
9. 木材

10. 断熱･気密･防音工事
11. 屋根･板金工事
12. 金属工事
13. 石工事
14. タイル工事
15. 左官工事
16. 吹付工事
17. 外装工事
18. 金属製建具工事

28. 給湯設備工事
29. 冷暖房･空調設備工事
30. 電気設備工事
31. 昇降設備工事
32. 防火･防犯･防災
33. 防蟻･防湿工事
34. 外構･造園工事
35. 商業･店舗工事
法規チェックリスト

19. 木製建具工事
20. 建具金物
21. ガラス工事
22. 塗装工事
23. 内装(床)工事
24. 内装(壁･天井)工事
25. 室内装飾･家具工事
26. 住宅設備機器
27. 給排水･衛生工事

掲載工事費

点検・調査・診断、解体、仮設、基礎、構造、屋根、とい、外壁、サッシ、ガラス、内窓、ドア、床、壁、
天井、壁紙、内部建具、家具、キッチン、浴室、洗面室、トイレ、設備、耐震・沈下修復、外構

掲載工事費

法定点検、共用部分清掃、仮設、屋根・床防水、外壁塗装等、シーリング、鉄部塗装等、建具・
金物等、給水・排水、配管更生、ガス、空調・換気、電灯設備、情報・通信設備、消防用設備、
昇降機設備、立体駐車場設備、外構、調査診断

掲載工事費

とは？  戸建住宅の新築やリフォーム、また、マンションの修繕にあたり、施主と工務店との契約段階に
スポットをあて、主に施工単位あたりの工事費（材工共価格）について、実際の取引価格を中心に掲載した価格情報誌です｡

隔年1冊

年1冊（10月）

年1冊（4月）

新築住宅の工事費や材料費を工種別に掲載。
特集は、「Ⅰ.木造住宅の省エネ性能とコスト比較－脱炭素社会に
向けて住宅事業者が取り組むべきこと－」と「Ⅱ. 木造住宅の劣化
対策、耐久性向上の処方箋」。設計・見積り実例では、「とっとり健康
省エネ住宅認定実例」、「ZEH仕様、長期優良住宅」、「地域型
住宅グリーン化事業」の3事例を、詳細な仕様と見積書を交えて紹介。

マンション共用部分修繕に関する工事単価について、長期修繕計画標準
様式の修繕工事項目に基づき掲載。
特集は『「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び「マンシ
ョンの修繕積立金に関するガイドライン」の改訂概要』について。見
積り実例では、大規模修繕、給排水設備改修、連結送水管更新工事の合
計3事例を掲載。　

戸建・マンション専有部のリフォーム工事費を部位別に掲載。
特集は、「脱炭素社会へ～住宅ストックの省エネ性能向上リフォ
ーム～」。設計・見積り実例では、「耐震」、「省エネ」、「バリアフリ
ー」をはじめとした8事例を詳細まで分かり易く紹介。今号も「見積り
の算出例」などリフォームに役立つ情報が満載。

住宅建築編住宅建築編NEW



当会からの
案内

‐G2022.02‐検 索

詳細･無料体験版･ご購入はこちら
● お申し込み・お問い合わせは ●

「BookけんせつPlaza」

ご記入いただいた個人情報は、ご希望がある場合を除き、本件のお申し込み以外には使用いたしません。今後、当会発行の雑誌・書籍・電子媒体および講習会等の案内を希望される場合は、
備考の該当欄を○で囲んでください。 なお、送本等の一部業務は、守秘義務を含む業務契約を締結した協力会社に委託することがあります。

希望する

フリガナ

官公庁・
会 社 名
フリガナ フリガナ

部 署 名

住　  所

電話番号

アドレス

備　  考

〒 都道
府県

郡・区
市

個人宛に案内等送付希望の方は○で囲んでください。

担当者名

Eメール

1. 郵便振替（振替手数料無料） ※コンビニ支払可
2. 銀行振込（振込手数料はご負担願います）

支払方法
【選択】

◆単品のお申し込みはこちら

2022年 　4  月

2021年 10 月

2021年 10 月

2021年 11 月

201９年 　6 月

2018年 　6 月

2017年 　6 月

発刊年月 定 価 購入冊数図　書　名

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

2,934円

2,934円

2,934円

1,210円

1,210円

1,210円

998円

　　住宅建築編 2022年度版

リフォーム編 2022

マンション修繕編 2021/2022

マンション修繕編別冊「マンション改修モデル事例集Ⅲ」

マンション修繕編別冊「マンション建替えモデル事例集Ⅱ」

マンション修繕編別冊「マンション給排水モデル事例集」

マンション修繕編別冊「マンション地震対策モデル事例集」

◆定期のお申し込みはこちら

2022年 4 月発刊号より

2021年10月発刊号より

開始月号契約形態 購読料（税込・送料サービス） 購入部数図　書　名

部

部

円／年

円／年

2,640

2,640

住宅建築編

リフォーム編

年1冊（4月）

年1冊（10月）

●お申込み承り後、請求書（官公庁：見積書・納品書を含む）と、支払い方法で選択された振込のご案内を送付し、商品を提供いたします。
●代引きおよびHP上のカード決済の取り扱いはしておりませんので、ご了承ください。 

お支払いに
つきまして

HPでのご注文は
送料サービス

FAXでのご注文は
送料450円（税込）

マンション修繕編〈別冊〉
マンション建替えモデル事例集Ⅱ
経済調査会 編集
■A4変型判　132頁
■定価 1,210円（本体1,100円＋税）

2019年6月発刊

2017年6月発刊

マンション修繕編〈別冊〉

マンション地震対策モデル事例集

マンション修繕編〈別冊〉

マンション給排水モデル事例集

経済調査会 編集
■A4変型判　84頁
■定価 998円（本体907円＋税）

2018年6月発刊
経済調査会 編集
■A4変型判　128頁
■定価 1,210円（本体1,100円＋税）

03-6868-0901

2021年11月発刊

マンション修繕編〈別冊〉

経済調査会 編集
■A4変型判  72頁
■定価 1,210円（本体1,100円＋税）
高経年マンションを再生させるための“改修”につ
いて検討を行っている管理組合向けに、進め方と
ポイントをこれまでに実施された事例を交えて
わかりやすく紹介

・ 巻頭企画
・ 災害特集
・ 改修事例

本書を推薦します主要目次
（一社）不動産協会
（一社）マンション管理業協会
（一社）マンションリフォーム推進協議会
（一社）マンションリフォーム技術協会
NPO法人全国マンション管理組合連合会
NPO法人リニューアル技術開発協会
建物診断設計事業協同組合

（公財）マンション管理センター
（公社）全国市街地再開発協会
（公社）日本建築家協会
（公社）日本建築士会連合会
（一社）マンション計画修繕施工協会
（一社）再開発コーディネーター協会
（一社）マンションライフ継続支援協会
（一社）日本マンション管理士会連合会

マンション改修モデル事例集Ⅲ

NEW
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