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１．ＦＲＰライニング工法  （シュクラＶシリーズ）

単位：円/㎡

注意事項
･ 一般標準仕様のシュクラＳＫ－２樹脂を使用した場合の価格です。
・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。
・標準仕上げは半透明飴色の樹脂色です。着色仕上げの場合は「色むら」「凸凹」ができますので、ご了承下さい。
　また、薬液によっては、変色・退色が著しい場合があります。

２．ＦＲＰライニング工法  （シュクラＶＦシリーズ）

単位：円/㎡

注意事項
･ 一般標準仕様のシュクラＳＫ－２樹脂を使用した場合の価格です。
・色むらや凸凹がでやすいので、ご了承ください。また薬液によっては、変色・退色が著しい場合があります。

３．環境配慮型ＦＲＰライニング工法　（シュクラＮＳシリーズ）

単位：円/㎡

注意事項
・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

４．ＦＲＰルースライニング（耐熱仕様）工法  （シュクラＶＬシリーズ）

単位：円/㎡

注意事項
・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

22,400

ｼｭｸﾗＶＦ－２Ｕ 防液堤、防食床 13,600 14,300
ｼｭｸﾗＶＦ－２ 防液堤、防食床 15,000 15,700

その他
19,000
25,600
32,500

ｼｭｸﾗＶＦ－１ 防液堤、防食床 10,000 10,500
用途 床部

底板部

工法名
ｼｭｸﾗＶ－１
ｼｭｸﾗＶ－２

その他

ｼｭｸﾗＶ－３

用途
ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（C種適合）
ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（D１種適合）
ピット、防液堤、防食床

その他
11,800
17,600
16,100

26,500 21,400

立上部

壁面 天井面 底板部

16,600
15,200 12,000

17,400 20,700
12,600

その他
ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（C種適合）

壁面 天井面

ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（D１種適合） 41,100

57,60035,200

用途 壁面 天井面
23,700

底板部

36,200

工法名

24,300 26,900

工法名 用途

工法名
ｼｭｸﾗＮＳ－１

ｼｭｸﾗＶＬ－5 ピット（高温） 37,200 45,400

32,00032,800
30,700

ｼｭｸﾗＮＳ－２



５．鉄下地用フレークライニング工法  （シュクラＦＡシリーズ）

単位：円/㎡

注意事項
・下地処理における一種ケレン（サンドブラスト等）費用は別途となります。
・鉄下地連続面向け工法ですので、コンクリート、モルタル面には使用できません。

６．エポキシ／ＦＲＰ複合防食ライニング工法  （シュクラＥＦシリーズ）

単位：円/㎡

注意事項
・表層のカラーは、カタログをご参照ください。

７．エポキシ（ノンクロス）防食コーティング工法　（シュクラＮＣシリーズ）

単位：円/㎡

注意事項
・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

８．エポキシ防食コーティング工法  （シュクラＥＰシリーズ）

単位：円/㎡
素地調整（Ⅰ）種適合品

素地調整（Ⅱ）種適合品

注意事項
・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

6,200 8,900
ｼｭｸﾗＮＣ－１Ｂ ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（Ｂ種適合） 8,900 10,300 8,000 11,200

その他

天井面 底板部 その他

16,000
15,700 21,40019,800

14,600

8,100

ｼｭｸﾗＮＣ－１Ｄ ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（D種適合） 17,300

用途 壁面

21,70014,200

立上部 その他
ｼｭｸﾗＥＦ－１

13,500

工法名

鋼製タンク（600μm）

工法名 用途

工法名 用途

ｼｭｸﾗＥＦ－１ＮＥ 防液堤、防食床

22,60019,500

9,000 10,600

8,500 10,000

13,700 15,900

ｼｭｸﾗＦＡ－１Ｄ

壁面 天井面

床部

17,200

ｼｭｸﾗＮＣ－１Ｃ

ｼｭｸﾗＮＣ－１Ａ ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（Ａ種適合） 6,900

防液堤、防食床 12,400 12,900 14,100

工法名 用途 壁面 天井面 底板部

11,600ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（C種適合） 12,800 14,800

8,600 6,500 9,400

11,600
7,800

7,300
その他

17,400

19,700 20,200 21,400

底板部

24,600

その他
7,0009,200 9,900
8,000ｼｭｸﾗＥＰ－１Ｂ ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（Ｂ種適合）

ｼｭｸﾗＥＰ－２Ｂ

ｼｭｸﾗＥＰ－１Ａ ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（Ａ種適合）

ｼｭｸﾗＥＰ－２Ａ ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（Ａ種適合）

ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（D１種適合）

ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（Ｂ種適合）

ｼｭｸﾗＥＰ－１Ｄ

15,400 11,800 16,800

ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（Ｃ種適合）

7,600

17,500

10,900

底板部

ｼｭｸﾗＥＰ－１Ｃ

17,100 23,900ｼｭｸﾗＥＰ－２Ｄ ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（D１種適合） 19,000 22,000
ｼｭｸﾗＥＰ－２Ｃ ピット、防液堤、防食床、下水道事業団（Ｃ種適合） 13,200

ｼｭｸﾗＦＡ－１ 鋼製タンク（400μm） 9,700 11,700 9,300

工法名 用途 壁面 天井面

12,300



９．上水施設用ＦＲＰライニング工法　（ピュアラＰＵＲシリーズ）

単位：円/㎡

注意事項
・槽内作業の場合は事前に弊社係員までご相談ください。

各工法共通事項
1 標準設計価格は300㎡以上を基準にしています。300㎡未満の場合は弊社係員までお問合せください。
2 コンクリートなどの下地欠損部処理および前処理等は含まれておりません。
3 養生費や電力用水費、足場架設費等は含まれておりません。
4 特殊な納まりや役物等の複雑な形状の部位は別途見積となります。
5 使用薬液の成分、濃度、温度等の条件、また下地の状態、形状等により、使用樹脂、ガラス繊維の構成

及び硬化方法が異なりますので、工法・設計価格につきましては、「シュクラ耐蝕工法仕様チェックシート」
にご記入の上、弊社係員までご相談下さい。

6 出張工事は別途となります。
7 北海道、沖縄につきましては別途見積となります。
8 各工法の詳細につきましては別途カタログをご参照ください。
9 材料の取扱い、また使用上の注意に関しては製品安全データシート（MSDS）をお読みください。
10 設計価格は予告なく変更する場合があります。
11 設計価格には消費税は含まれておりません。

双和化学産業株式会社

本　　　　　　 社 ／ 〒562-0882　神戸市兵庫区芦原通1-2-26
　　　　　　　　　　ＴＥＬ.078(651)6272　　ＦＡＸ.078(651)6276

東  京  支  店  ／ 〒108-0073  東京都港区三田3‐1‐9大坂家ビル5階
　　　　　　　　　　ＴＥＬ.03(5476)2371　　ＦＡＸ.03(5476)0881

技 術 センター ／ 〒562-0882　神戸市兵庫区芦原通1-2-25

壁面 天井面

12,900 19,100

工法名 用途

ﾋﾟｭｱﾗ
ＰＵＲ－１

浄水場施設、受水場施設、配水池など
厚生省令第15号水質基準適合、JWWA K-149:2004、
変異原性試験:陰性

13,400 15,700

底板部 その他


