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■ガーデン物置ＤＩＹ費用
予　算 決　算 残　額

1 基礎石

ユニディ：購入済み

 
2 プラットホーム  

ロイヤルホームセンター千葉みなと店
ロイヤルホームセンター千葉みなと店

不要
ロイヤルホームセンター千葉みなと店

ロイヤルホームセンター千葉みなと店
ロイヤルホームセンター千葉みなと店
ロイヤルホームセンター千葉みなと店

スーパービバホーム
ロイヤルホームセンター千葉みなと店
ロイヤルホームセンター千葉みなと店

 
3 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

4 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

5 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

6 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

7 スーパービバホーム
 

8 スーパービバホーム
 

9 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

10 屋根コンパネ端の防水用プラスチックアングルＬ字アングル材６ｍ分 スーパービバホーム

11 屋根下地ディポン防水紙切り売り２ｍ スーパービバホームで切り売り２ｍ

12 ジョイフル本田（通販）

13 ジョイフル本田（通販）

14 屋根アスファルトシングル貼り用接着剤 ジョイフル本田（通販）

15 スーパービバホーム

16 屋根アスファルトシングル貼り用接着剤用グルーガン ジョイフル本田千葉店
 

17 ロイヤルホームセンター千葉みなと店
 

18 ジョイフル本田八千代店
 

19 ロイヤルホームセンター千葉みなと店
 

20 アンティークな蝶番 アマゾン

21 アンティークなカンヌキ錠 アマゾン

22 アマゾン
 

23 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

24 窓制作蝶番やカンヌキ スーパービバホーム
 

25 窓アクリル板 ジョイフル本田八千代店
 

26 ロイヤルホームセンター千葉みなと店
 

27 ジョイフル本田・ロイヤル（ウッディガード）
 

28 ジョイフル本田
 

29 安い防腐・防蟻塗料２Ｌ缶ｘ１（エコソート）屋根用追加１缶 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

30 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

31 タイルライフ

32 花台用支えアングル（ダイソー） ダイソー
 

合計：

(1) 羽根付きコンクリート基礎石（高さ12cm）ｘ4個　＠396円ｘ4個＋1個 ￥1,980 ￥1,584 ￥396 ユニディ：購入済み（公園側1個追加）
(2) コーナー用重量ブロック（高さ12cm）ｘ7個　＠145円ｘ7個 ￥1,015 ￥1,015 ￥0
(3) 花壇側接着用セメント（余りを使用） ￥0

(1) 枠（1820x1365mm）　防腐２ｘ４材ｘ５本　＠647円X5＝3,235円 ￥3,235 ￥3,235 ￥0
(2) 防水コンパネ12mm（パネコート）ｘ1枚→普通のコンパネに変更 ￥1,025 ￥1,025 ￥0
(3)２ｘ４用直角アングル金具　＠100ｘ4個 ￥0 ￥0 ￥0
(4)安い防腐・防蟻塗料２Ｌ缶ｘ１（エコソート） ￥1,393 ￥1,393 ￥0
(5)水平調整用スペーサー（1mm）ｘ3枚 ￥94 ￥94 ￥0
(6)基礎石固定用ステンレス木ネジ(32mm） ￥669 ￥669 ￥0
(7)アンカー固定用大型Ｌ字金具（在庫２個のみ）＠576円 ￥1,151 ￥1,151 ￥0
(8)アンカー固定用大型Ｌ字金具４個　＠562円ｘ４個 ￥2,248 ￥2,248 ￥0
(9)アンカー1060を6個＠65円 ￥421 ￥421 ￥0
(10)アンカー下穴掘削用コンクリートドリル刃（10.5mm） ￥928 ￥928 ￥0

壁枠２ｘ４材　＠388円ｘ29本＝11,252円 ￥11,252 ￥11,252 ￥0

屋根下地支え「ネタ」　＠388円ｘ2本＝776円 ￥776 ￥776 ￥0

屋根下の飾り板（背面と両サイドの２ｘ６材）3枚　＠730円ｘ３枚 ￥2,189 ￥2,189 ￥0

屋根下の飾り板（前面の２ｘ４材）１枚　＠388円 ￥388 ￥388 ￥0

屋根下の飾り板押さえ兼装飾モール６枚　＠398円 ￥2,579 ￥2,579 ￥0

壁材（ラスカット7.5mm）　＠2,315円ｘ11枚＝25,465円→6枚でOK ￥13,890 ￥13,890 ￥0

屋根下地コンパネ２枚　＠1,025円ｘ２枚 ￥2,050 ￥2,050 ￥0

￥1,000 ￥1,000 ￥0

￥454 ￥454 ￥0

屋根アスファルトシングル　＠150ｘ16枚＝2,400円 ￥2,400 ￥2,400 ￥0

屋根アスファルトシングル貼り用特殊釘（400本入り） ￥648 ￥648 ￥0

￥815 ￥815 ￥0

屋根棟水切り（カラー鋼板ケラバＬ字45mmｘ45mm） ￥256 ￥256 ￥0

￥185 ￥185 ￥0

壁塗り下地（ロイヤルのインスタントセメント25kg）　＠500ｘ２袋 ￥1,000 ￥1,000 ￥0

水性壁用塗装（ジョイフルのクラシックホワイト４L） ￥5,450 ￥5,450 ￥0

ドア制作（1ｘ4材ｘ縦９本＋横2本）　＠249円ｘ11本＝3,880円 ￥2,958 ￥2,958 ￥0

￥8,640 ￥8,640 ￥0

￥1,327 ￥1,327 ￥0

アンティークなドアハンドル（大）　703円＋540円＝1,243円 ￥1,243 ￥1,243 ￥0

窓制作木材（1ｘ4材ｘ2本）　＠249円ｘ２本＝538円 ￥538 ￥538 ￥0

￥1,134 ￥1,134 ￥0

￥2,000 ￥648 ￥1,352

窓装飾用木製雨戸（1ｘ４材）＠249円ｘ3本 ￥807 ￥807 ￥0

木部（ドア・窓・枠）防腐塗料（キシラデコール・ウォールナット？）1.6L ￥5,950 ￥0 ￥5,950

木部（内部）つや消し白２L（タタミ6.7枚分） ￥3,700 ￥3,700

￥1,393 ￥1,393 ￥0

キシラデコールより安いウッディガード２Lを１缶 ￥2,150 ￥2,150 ￥0

ドアステップに貼るレンガ調タイル（3.3㎡分ある）540円＋送料950円 ￥1,490 ￥1,490 ￥0

￥216 ￥216 ￥0

￥93,037 ￥81,639 ￥11,398
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■工具類購入・メンテ費用

1 手曳きノコギリ ロイヤルホームセンター千葉みなと店
 

2 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

3 ブルーシート（３ｍｘ２ｍ） ロイヤルホームセンター千葉みなと店

4 木工用接着剤（大） ロイヤルホームセンター千葉みなと店

5 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

6 作業台製作のためのコンパネ３枚 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

7 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

8 ロイヤルホームセンター千葉みなと店

9 防水シート固定用タッカーと針 スーパービバホーム

10 スーパービバホーム

11 スーパービバホーム

12 小さな釘や木ねじなど スーパービバホーム

合計：

￥1,285 ￥1,285 ￥0

直角＋45度スコヤ ￥1,717 ￥1,717 ￥0

￥431 ￥431 ￥0

￥625 ￥625 ￥0

コースレッド（65mm）1箱400本入り ￥334 ￥334 ￥0

￥3,075 ￥3,075 ￥0

作業台製作のための袖板１ｘ２を2本 ￥581 ￥581 ￥0

作業台袖板固定用皿ネジ（3x40mm） ￥133 ￥133 ￥0

￥708 ￥708 ￥0

水平取りのための水糸杭　＠108円ｘ２本 ￥216 ￥216 ￥0

コースレッド（32mm）2箱＠308円x2箱＝616円 ￥616 ￥616 ￥0

￥1,000 ￥1,000 ￥0

￥10,721 ￥10,721 ￥0


