
 
仕上表２ 

室 床 巾木 腰 壁 天井 天井回り縁 天井高 備考 
小ホール         
ホワイエ ジキ施釉タイル 300×300×10 

(ＴＡＫＡＳＡＧＯ、モア) 
 モルタル吹付塗装 コンクリート打放シ、ＥＰ METALIA 見切ライン 

45×45 モザイク（AP－001－101G,AP―001－101S、市松） 
ソーラートン㋐9 
ＰＢ㋐9 

塩ビコーナー 5,945 
～7,350 

① 

客席 コルクタイル貼り㋐５ 通路ヶ上ゲ㋐3．2  
ノンスップ（Ｓ36Ｄドット、ＮＡＫＡ）  

客席後部ノミ：木製巾木 H=150 CL 
客席立上り部ノミ： モルタル ＥＰ 

コンクリート打放シ 
後壁 リブ付単板貼り ロックウール板貼り 

コンクリート打放シ、ＥＰ 壁面反射板（備考） 
後壁、単板貼り、有孔ロックウール板貼り、グラスウール㋐50 

ＰＢ㋐12＋ＰＢ㋐18 ＥＰ  6,000～ ② 

舞台 桧集成材㋐30＋コンパネ㋐12 
鋼製床組ミ H＝900 

 コンクリート打放シ ＰＢ㋐12 ＥＰ 
軽鉄下地 グラスウール㋐25 

  スノコ下 
14,000ｍ 

 

プロセニアム 
スピーカーボックス 

モルタル金ゴテ仕上 ㋐30   モザイクタイル貼り（AP－006－126G、AP－006－126S 模様貼り） 
ボックス内貼り：グラスウール㋐50  ＭＥＴＡＲＩＡ 

  6,000 ③ 

ピアノ室 塩ビシート㋐2 
モルタル㋐30 

外壁側ノミ：ソフト巾木 H=75  コンクリート打放シ 
外壁ノミ（×８A）：PB㋐12＋グラスウール㋐25 充填 EP 

コンクリート打放シ       4,100  

ポンプ室 １ モルタル㋐30 防ジン塗装   
グラスウールマット㋐25 直貼り 

グラスウールマット㋐25 
直貼り 

   〃  

倉庫 ２      〃   コンクリート打放シ コンクリート打放シ    〃  
ポンプ室 ２      〃   グラスウールマット㋐25 直貼り グラスウールマット㋐25 

直貼り 
   〃  

洋室 １・２ 塩ビシート㋐2 
モルタル㋐30 

ソフト巾木 H=75  ビニールクロス 
ノンアスベスト板㋐8＋PB12  

ソーラートン㋐9 
ＰＢ㋐9 

塩ビコーナー 
アルミ、カーテンＢＯＸ 

2,500～ ④ 

小ホール 
洗面所 

200 角ジキ施釉タイル貼り（モア） （通路） 
100 角     〃  （普及品） （ブース用） 

      100×200 角施釉タイル貼り（モア） Ｈ＝1900 
100 角     〃    （普及品） Ｈ＝1900 

モルタル下地 EP        
 

2,500 ⑤ 

練習室  
 

単板貼り合板フローリング㋐15＋合板㋐12 

鋼製床組 Ｈ＝500 
木製巾木 Ｈ＝75 ＯＰ仕上 ノンアスベスト板㋐８ ＥＰ グラスウール㋐50 入り 

Ｈ＝2,100 
ノンアスベスト板㋐8 ノママ グラスウール㋐50 入り 
H=1,300  

ソーラートン㋐9 
ＰＢ㋐9 

塩ビコーナー 
アルミ、カーテンＢＯＸ 

3,400 ⑥ 

廊下 塩ビシート㋐2 
モルタル㋐30 

ソフト巾木 H=75 間仕切壁 
コンクリート打放シ ＥＰ 

 ノンアスベスト板㋐8＋PB12 ビニールクロス貼り 
コンクリート打放シ（舞台側） 

ジプトーン㋐9 
ＰＢ㋐9 

塩ビコーナー 3,100  

搬入口 コンクリート 木ゴテ押工 ㋐150        コンクリート打放シ      
柱型ニ一部 50×100 タイル貼り（外壁仕様） 

ノンアスベスト板㋐８ＥＰ 

 
     〃 
 

5,400 ⑦ 

階段 モルタル仕上㋐30 ジキタイルノンスリップ      〃  コンクリート打放シ ノンアスベスト板㋐６ＥＰ      〃 2,500  
２階機械室 塩ビシート㋐2.0  

モルタル㋐30 
  グラスウールマット㋐25 直貼り      グラスウールマット㋐25 

直貼り      
      3,900  

階段 モルタル仕上㋐30 ジキタイルノンスリップ ソフト巾木 H=75  ジキ施釉タイル 100 角 H=1900（ブース H） 
ラスモルタル下地 モルタル下地 

ノンアスベスト板㋐8＋PB12 ビニールクロス貼り 
コンクリート打放シ 

ジプトーン㋐9 
ＰＢ㋐9      

塩ビコーナー 2,500  

         
ギャラリー         
東 玄関 
西 玄関 

石英石（495×495×８～20）貼り 
ＡＤＶ－ＫＳ5500（アドバン） 

石英石（1,200×150×20） 
ＡＤＶ－ＫＳ150（アドバン） 

 ジキ施釉 45×95（テラストーン１） コンクリート打放シ  3,750 ⑧ 

コリドール 
ロビー 

     〃 
     〃 

     〃 モルタル拭付塗装 コンクリート打放シ ＥＰ ソーラートン㋐9 
ＰＢ㋐9 

      4.150 
～6,650 

⑨ 

ギャラリー フロアーブロック直貼り 303×303×（12＋３） 
オークＭＦ－1221（三井木材） モルタル㋐30 

木製巾木：150×18㋐ ＯＰ 
空調リターン用：300×50 孔明 

 有孔ノンアスベスト板㋐８ ＥＰ グラスウール㋐50 
       

システム天井 
 

ソーラートン㋐＋9ＰＢ㋐9 
ＰＢ㋐９＋ＰＢ㋐９ ＥＰ 

4,000 
～7,300 

⑩ 

会議室      〃      〃       〃 
ＰＢ㋐９＋ＰＢ㋐12 ビニールクロス貼り（天井高 4,000 側） 

ソーラートン㋐9 
＋ＰＢ㋐9 

     〃   〃 ⑪ 

準備室１・２ 塩ビシート㋐2  

モルタル㋐30 
ソフト巾木 H=75      ノンアスベスト板㋐８ ＥＰ コンクリート打放シ コンクリート打放シ  4,800 

～7,800 
 

         
湯沸室 100 角ジキタイル  100×100 ジキ施釉タイル H=1900 モルタル下地 ＥＰ ジプトーン＋ＰＢ㋐9 塩ビコーナー 2,200 ⑫ 
便所      〃            〃      〃 ソーラートン㋐9＋ＰＢ㋐9      〃 2,700 ⑬ 
事務室 
  

塩ビシート㋐2 

モルタル㋐30 
ソフト巾木 H=75      ビニールクロス貼り ビニールクロス貼り           〃      〃 2,700 

～7,000 
⑭ 

応接室 〃      〃      〃      〃      〃      〃 2,700  

 

 

注）備考 

① 間接照明天井見切縁：100×100㋐９Ｌ天井コーナー、局面天井 

壁面上部：ピーコンホール、特殊モザイク接着（Ｋ－42）参照 

② 壁面、天井面反射三角板：PB12＋ＰＢ18、塩ビシート貼り（belbien 二ツ星） 

両サイド壁面：ピーコンホール、特殊モザイク接着（K-－23）参照 

③  集成材額縁、45×45 モザイクタイルライン貼り（ＡＰ－001－101Ｇ、ＡＰ－001－101Ｓ、ＭＥＴＡＬＩＡ）市松 

④  化粧台、洗面台、姿見 

⑤ 洗面所、便所、シャワー室：共通仕様 トイレブース（ソフト 30、ＮＡＫＡ） 衛生危惧、化粧鏡（設備工事） 

化粧台：マーベリイナカウンター（Ｍ８－600Ｓ） 車イス手スリ：110ＢＣ、110ＢＭＬ１、110ＢＭ8 サインタイル、ＩＮＡＸ、ＳＮ200                                                                                                                                                                              

⑤ 鏡ウォール、手摺、カーテンレール 

⑥ 車止メ：ゴムタイヤ 150×150、通用口、門扉（建具表） 

⑦  モールラインタイル：45×45 モザイク（ＡＰ－001－101Ｇ、ＡＰ－001－1015、市松貼り）ＭＥＴＡＬＩＡ 



⑧  モールラインタイル：45×45 モザイク（ＡＰ－001－101Ｇ、ＡＰ－001－1015、市松貼り）ＭＥＴＡＬＩＡ 壁面上部：ピーコンオール 

   天井コーナー縁：Ｌ天井コーナー100×100×㋐９、局面天井 タイル貼り照明板、特殊モザイク接着（Ｋ－47、48、49） 

⑨ 天井：ワイヤーメッシュシステム天井、1,000×1,500（日東紡） ピクチュアーレール 

スライディングウォ－ル（別図） ステージリフト 

⑩  スライディングウォ－ル（別図） ピクチュアーレール 

⑩ 吊戸棚、ＮＣ－Ａ－180＋ＢＨ6041 換気ファン別途（設備工事） サインタイル（湯） 

流し台、ＮＣ－Ｇ―60Ｃ＋ＮＣ－Ｓ－180 ＩＮＡＸ ＳＮ200 

⑪ トイレブース（ソフト 30ＮＡＫＡ） 衛生危惧、化粧鏡（設備工事） ＩＮＡＸ（男．女） 

化粧台：マーベリイナカウンター（Ｍ８－600Ｓ） ＩＮＡＸ（男．女） 

⑬  受付カウンター：集成材 600×45、椎、両側 80×80、ＣＬ（タモ） （三井カウンター） 

 

 

中ホール搬入口キャンピー、折版屋根（Ｓ－60）、庇ウラ化粧天井、ロックウールメタリック（ＳＣ15－18ＭＳ）   軒樋：アイアン前高 130（111Ｗ×120Ｈ）たてといＶＰ60Φ（ナショナル大型雨とい）   ルーフドレン：100ΦKRSW－VP、VP100Φコンクリート柱打込ミ（カネソウ）、エントランスプラザ庇、上部ノミ 100Φ―KU（カネソウ） 

外部仕上  屋根：ステンレス㋐0.4、シーム溶接工法（Ｒ－ＴＩ工法）屋根瓦棒、発泡ポリエチレンフォーム、断熱材（スタイロフォーム㋐25 敷キ）コンクリート㋐90 デッキプレート、フラットルーフ：砂付仕上、断熱防水（ＳＣ－15Ｇ）、フラッシュライン、ライナーコーピング（285 タイプ）  

エントランスプラザ、池：アスファルト防水抑エ防水（ＰＣ－20Ｒ）抑エコンクリート㋐100、メッシュΦ４～６ｍｍ㋐100、ライナーコーピング（Ｈ400 タイプ）、ライナーキープ（150 タイプ）（田島ルーフィング） 

      外壁：ジキ無釉タイル、ユニット貼り：45×95（テラスコーンＩ）、エキスパンション目地：水平㋐4,000、垂直㋐4,000、西面、中ホール、小ホール、フライタワー壁面、逆三角形モールラインタイル（50×100、ＡＰ－002－301Ｇ、ＡＰ－002－301Ｓ，交互、重ネ、ライン 45°貼り）ＭＥＴＡＲＩＡ 

逆三角形部分：45×95 ユニット（オパールタイル、ＴＲ－220、ＴＡＫＡＳＡＧＯ）、壁面ラインボーダー：45×45 モザイク（ＡＰ001－101Ｇ、ＡＰ－001－101Ｓ、市松貼り）ＭＥＴＡＲＩＡ 

 

外構 仕様 

      エントランスプラザ：床、石英石 495×495×８～20 貼り アドベン（ADV－K８ 5500） 外巾木、石英石 1,200×150H×20 （ADV－KS150） 壁、外壁タイル 45×95 ジキ無釉 セテック（テラストーン I） モルタルタイル、45×45 モザイク、市松ライン貼り METARIA  

                天井 岩綿吸音板㋐９メタリック＋耐水 PB㋐９ ソーラートーンメタリック（ST９－SMS600）シルバー アルミコーナー回縁 

      コ ロ ネ ー ド：床、疑石ブロック敷キ、砂㋐30、クラッシャラン㋐100（C-40） NIKKO(FM ペイブ 226×112×㋐80)、縁石疑石ブロックふち石 E 型（100×200×600） 壁柱、モルタル吹付塗装 

      カ ス ケ ー ド 、 滝：床板、コンクリート洗シ仕上㋐150、砕石㋐150。段立上り、コンクリート打放し、コロネード壁柱巾木赤レンガ貼り（OK ブリック） 滝、壁面ハボーダータイル、タテ乱貼り、333×45×30～40 虔山（フローチェ、クラフトタイル） 一部コンクリート砕リ仕上（三角窓回り） 

      和 風 別 館 塀：疑石大型ブロック積ミ、笠木、210×900×130 基本、900×150×290、２段、塀台、250×900×130 敷地北面角民家ノ境界ノミ、基本ブロック 900×150×290 ハ４段積ミトスル 

      西玄関スロープ、階段：床、疑石ブロック敷キ、カラネリモルタル㋐30（FM ペイブ 226×112×㋐80）、クラッシャラン㋐100（C-40） 階段：踏面、蹴上トモ 焼すぎ赤レンガ貼り 210×60×25（OK ブリック OK－０－21） 

      歩道舗装、敷地周辺 ：疑石ブロック敷キ、砂㋐30、クラッシャラン㋐100（C-40）（FM ペイブ 226×112×㋐80） 縁石ブロック、100×100×600．120×120×600、150×150×600、カラネリモルタル㋐30、クラッシャラン㋐100（C-40） 

      トライアングル、アルコーブ：疑石ブロック敷キ、花だん縁石疑石ブロック、120×250×513、R=4,600、R=3,500NIKKO（御影縁石） ※トライアングルモニュメントハ別途工事 

      駐 車 場：南側、北側一般駐車場、密粒度アスコン㋐50 破砕コンクリート㋐150 北側搬入路、搬入ロ、密粒度アスコン㋐100、破砕コンクリート㋐250 

      篝 火 照 明 灯：SUS304、L－75×75×６、13Φ丸バー、ベースプレート 500×600×６ｔ、加工 基礎、800×600×4.00H コンクリート クラッシャラン㋐100（C-―40）、地中照明 190Φ×300H（設備工事） 

      ※トライアングルフォーリー：基礎工事共、別途工事 

 


