
外装パック
戸 建 リ フ ォ ー ム

POINT

5

さらに！

建物診断を行った

物件の特典！！

１年点検のダクト清掃、

生涯めんてサービス時の

外装劣化診断とメンテナ

ンス提案

POINT

4

工事が終わってからも

万全のアフターサービ

スで安心！

専門スタッフによる無料

１年点検、アフターサー

ビス対応など、工事後も

末永いお付き合いをさせ

て頂きます。

明瞭なパック料金と

プラン内容だから、

安心・納得！

スミタスReホームのリ

フォームパックは表示価

格に含まれる工事内容や

商品内容も細かく記載。

納得の定価制で安心です。

POINT

1

工事スケジュールが

明確だから住みながら

の工事も不安ゼロ！

POINT

2

工事前にご近所への

工事の説明や挨拶も

お任せください！

スミタスReホームが責任

を持ってご近所へご挨拶

と工事の説明を行う為、

安心です。

POINT

3

工事スケジュールは当社

スタッフが丁寧に説明致

します。ご入居しながら

の工事でもスケジュール

が事前に分かっているか

ら安心です。



スミタスＲｅホームの外装パックとは
全てメニューが定価定額制。価格体系が明瞭の為、仕様やグレードの変更も検討しやすい。さらに住
宅に精通した建物診断員（ホームインスペクター）が建物の劣化状況、改修すべき箇所のご提案や概
算費用を第三者の立場で、専門家の見地からアドバイスするため、一般的な業者の外装パック商品に
比べて透明性があり納得性が生まれます。
不必要なリフォームや、修繕すべき箇所、状況を把握できるので計画的な無駄のないメンテナンス計
画が立てられます。

お客様の快適な暮らしのためのサポート
（１）安心・安全 万全の施工体制、年間１４００件の施工実績

工事前に御近隣へ工事のご説明とあいさつ
（２）納得性 専門家による外装診断。快適なお住まいの為の提案。
（３）透明性 定価・定額制かつ工事内容が明瞭。
（４）快適（提案） スミタスＲｅホームがお客様のイメージに合わせて、

ＣＧパースを作成し、仕上がりのイメージをご提案し
ます。

外壁
(張替)

屋根
(葺き替え)

外壁
(塗装)

屋根
(塗装)

安心
安全

将来性
(提案)

納得性

透明性

＋
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外装塗装というと、見た目の美しさ美観を保つためだと考える方が多いですが、機能的な意味では防水の
為です。
住宅にとって一番大切なところは構造躯体と呼ばれる基礎、土台、床板、斜材、横架材、柱、壁、小屋組、
屋根板などの構造耐力上主要な部分の大半が木材で作られており、それらを雨や水から保護するために屋
根、外壁があります。
建物は毎日紫外線を浴びているため、屋根・外壁の塗膜は日々劣化していきます。塗装せずに放置してし
まうと雨漏りを引き起こしたり、その雨漏れが原因で構造躯体が腐ってしまうなんてことも考えられます。
住宅を長持ちさせるには適度なメンテナンスが必要です。

外装（外壁・屋根）･･･
お家にとっても大事なところ

外壁・屋根のメンテナンススケジュール

部位・種類 点検項目 点検時期 更新・取替目安

屋根
勾配板金屋根 色落ち/さび ５年ごと １０年前後［塗り替え］

無落雪
板金屋根

色落ち/さび/
ドレン廻り ５年ごと ２０～２５年［葺き替え検討］

外壁

タイル 割れ/剥裂 ５年ごと 適宜補修

サイディング 汚れ/割れ
/剥裂 ２年ごと １５～２５年［全面補修検討］

モルタル 汚れ/色落ち/
ｼー ﾘﾝｸ゙ の劣化 ３年ごと １５～２５年［全面補修検討］

基礎 基礎
コンクリート

亀裂/沈下/
換気口の状況 ５年ごと ―

外壁と同様に直射日光や雨・風・雪などにさらされる部分です。そのため屋根板金
は傷みやすい部分の為、雨漏れや『さびや塗装の状況、スノーダクトに落ち葉や泥
などが溜まっていないか』などをチェックしましょう。

外壁は直接外気に接し、直射日光や雨・風・雪などにさらされる部分です。仕上げ
によって多少の違いはあるものの、痛みやすい部分の為、『ひび割れやサビ、劣化、
コーキングのひび割れなど』をチェックしましょう。

基礎は建築物を支える重要な構造部のひとつです。コンクリートに大きなひび割れ
やかけているところがあると、そこから雨水などが侵入し、放っておくと基礎自体
が劣化していきます。ひび割れや欠けているところの他に、鉄筋の有無、鉄筋の露
出、蟻道がないかなどもしっかりチェックしましょう。

屋根
（板金屋根）

外壁
（サイディング）

基礎
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・仮設足場 ・高圧洗浄
・シーラー（下塗り）
・外壁塗装（２回塗り）
・屋根塗装（１回塗り）
・軒天塗装
・コーキング打ち替え

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

工事内容

ご相談～工事完成まで

外装パック① 建物診断判定･･･塗装工事で十分。

床面積㎡×11,000円（税込）

外壁 + 屋根
（張替） （塗装）

外装パック②

屋 根外 壁

建物診断判定･･･外壁(張替)､屋根塗装

床面積㎡×21,500円（税込）

・仮設足場 ・高圧洗浄
・外壁張替
・屋根塗装（１回塗り）
・軒天塗装
・コーキング打ち替え

工事内容

屋 根外 壁

①ご相談 → ②現地調査 → ③デザイン・お見積り →

外壁 + 屋根
（塗装） （塗装）

※モルタル、タイル、ＡＬ
Ｃの場合は別途費用がかか
ります。

※既存灯油タンクがある場
合は、塗装致します。

※既存灯油タンクがある場
合は、塗装致します。
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・仮設足場 ・高圧洗浄
・シーラー（下塗り）
・外壁塗装（２回塗り）
・軒天塗装
・屋根板金葺き替え
・コーキング打ち替え

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

工事内容

外壁 + 屋根
（塗装） （葺き替え）

外装パック③ 建物診断判定･･･
外壁塗装・屋根板金工事が必要。

床面積㎡×17,500円（税込）
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外壁 + 屋根
（張替） （葺き替え）

外装パック④

屋 根外 壁

建物診断判定･･･
外壁張替､屋根板金工事が必要。

床面積㎡×26,000円（税込）

・仮設足場
・外壁張替
・コーキング打ち替え
・屋根板金葺き替え

工事内容

屋 根外 壁

④ご契約 → ⑤近隣挨拶 → ⑥完成

※モルタル、タイル、ＡＬ
Ｃの場合は別途費用がかか
ります。

※無落雪屋根のみ
（三角屋根・横葺きは別

途費用がかかります。）

※既存灯油タンクがある場
合は、塗装致します。
※無落雪屋根のみ
（三角屋根・横葺きは別

途費用がかかります。）



オプションメニュー

ガルバリウム(金属)サイディング 親水セラ

玄関ドア交換
（800*2150、片開きドア）

洋室等サッシ交換（１窓）

スノコ交換・設置（1ヵ所）

＋ 床面積㎡×
4,200円

＋ 80,000円

＋250,000円

＋6,500円

外壁・屋根
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トイレ等小窓の場合

＋ 40,000円
リビング等の場合

＋110,000円
＋ 床面積㎡×

9,000円

…雨で汚れを落とし、
外壁長持ち！

…ダクトつまり防止の為に！

玄関ドア交換
（片袖飾りランマ付ﾎﾟｽﾄ付）

＋ 400,000円

…軽く、耐久性が高い
外壁材！

天窓がある場合

＋ 30,000円



用語説明

屋根
・蟻掛葺き455
古くから使用されている、もっとも一般的な屋根材。 安値ではあるものの防水性は高くなく、雪がたまりやす
く一気に落ちる、すが漏れなどが起きやすい傾向にある。

・フラットルーフ
陸屋根（平らな屋根）に使える屋根材。はぜが高く（２４ミリ）通し吊子な為、水の溜まる場所でも使える非
常に防水性の高い屋根材である。

・平成ルーフ
蟻掛葺きとフラットルーフの欠点を補いつつ長所を生かした屋根材。

・横葺き230幅
現在勾配屋根やパラペットの部分に使われております。三角屋根に多く使い、雪がサラサラと落ちます。
しかし、敷地の狭いところでの勾配屋根には雪止めを付ける必要があります。

・雪止金具
基本は屋根から落ちる雪を止めるための金具で、横葺き屋根、縦葺き屋根等に合った形状の物が多種ある。

・スノーストッパールーフ
雪止め機能が一体となった構造の屋根材。抜群の雪止め効果を誇る、勾配屋根でも雪が落ちない屋根材である。

・簡易ダクト工法
落雪屋根の軒先に三角のストッパーを取り付けて雪を完全に止める工法。軒先にヒーターを多数入れて融雪、
排水する仕組み。

・すがもれ・雨漏れ
流れ屋根工法は、屋根トタン材質そのものが、凍害減少などにより、年数の経過とともに老朽化していきます。
その結果、トタンが傷んで（サビ・剥離状態）軒先のつかみが腐れて雨水や融雪水が入り込んでいきます。
サビ・劣化・加工不良によりすがもれが発生します。

本体 標準
施工費

取り外し
処分費

外壁が原因による劣化の進行

外壁・
屋根の
歪み

小さい
ヒビ

大きな
亀裂

水の侵入
内部の
腐食

基礎の
劣化

建て替えが
必要なほどの
ダメージに!!

モルタル サイディング ＡＬＣ タイル

砂（細骨材）とセメントと水
を練り混ぜて作った材料
で施工した外壁。非常に
丈夫なイメージがありま
すが、モルタル自体の防
水性能は低く塗装が防水
の役割をしています。

板状のパネル壁材で、窯
業系・金属系・合成樹脂
系などの種類があります。
施工に手間がかからず工
期が短く、コストが安いな
どの理由からハウスメー
カー等の標準仕様になり、
多くの住宅で使用されて
います。

コンクリートに比べ約１/４
程度の重量で軽量。パネ
ルの内部に無数の気泡
があり、断熱性に優れて
います。ですが、防水の
為に塗装を施す必要があ
ります。へーベル・シポ
レックス・クリオン等の商
品名で販売されています。

色落ちや変色が少なく、
金属系のようにサビも出
ないので、メンテナンスは
比較的に楽。ただし耐衝
撃性が低いので、密集し
た住宅地にはあまり適さ
ない場合がある。欧風住
宅を思わせるデザインが
魅力です。
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2017.6.6 更新

中央支店〒064-0953 札幌市中央区宮の森3条1丁目4-1 TEL 011-622-3750
東支店 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東1丁目3-23 TEL 011-895-5900
西支店 〒006-0805 札幌市手稲区新発寒5条4丁目1-1 TEL 011-688-5719
www.sumitas-re.jp
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