
令和４年７月１９日 
関東地方整備局営繕部 

営繕工事の材料単価等の公表について 

１ はじめに 
「営繕工事の材料単価等（以下、「材料単価等」という）」は、関東地方整備局が発注する
営繕工事の積算に用いる材料単価等のうち、関東地方整備局が独自の調査に基づき定めた材料
単価等の一覧表です。 

２ 公表内容 
公表する材料単価等は、関東地方整備局営繕部が独自の調査に基づき定めた単価です。 

３ 材料単価等の適用 
令和４年４月１日以降の公告等を行う工事に適用します。 

４ その他 
・材料単価等の複製、貸与、譲渡、配布、翻案、転載、販売等を禁止します。 
・材料単価等は関東地方整備局営繕部以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロード
を行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず、「第三者へ
の提供行為」※は行わないでください。 
・「材工」と記載のあるものは「材料費」と「労務費等」を合わせた単価です。 
・材工の現場労働者に関する法定福利費及び材料の製造工場の労働者等の法定福利費を含み
ます。 
・材料単価等に消費税等は含みません。 
・材料単価等の更新は年１回程度としますが、実勢価格の著しい変動がある場合、都度改定
を行うことがあります。 
・実勢価格の著しい変動がある場合等においては、適用しない場合があります。 

※「第三者への提供行為」とは、ＰＤＦのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、 
ダウンロードを行った個人または法人以外の他者による２次利用につながる行為を示す。



営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 掛払い手間 W6.8m×H4.5m(鋼製複層板) 運搬・基本料共 か所 147,000 材工

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 供用月額賃料 W6.8m×H4.5m(鋼製複層板) 月 10,500 材工

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 掛払い手間 W5.9m×H4.5m(硬質塩ﾋﾞ複層板) 運搬・基本料共 か所 142,000 材工

ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ 供用月額賃料 W5.9m×H4.5m(硬質塩ﾋﾞ複層板) 月 9,000 材工

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 掛払い手間 W3.6m×H4.5m　運搬・基本料共 か所 102,000 材工

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 供用月額賃料 W3.6m×H4.5m 月 4,380 材工

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 掛払い手間 W6.0m×H4.5m　運搬・基本料共 か所 113,000 材工

ｼｰﾄｹﾞｰﾄ 供用月額賃料 W6.0m×H4.5m 月 7,440 材工

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 掛払い手間 W3.6m×H2.0m　運搬・基本料共 か所 35,600 材工

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 供用月額賃料 W3.6m×H2.0m 月 4,200 材工

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 掛払い手間 W6.0m×H2.0m　運搬・基本料共 か所 48,300 材工

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 供用月額賃料 W6.0m×H2.0m 月 8,310 材工

工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ    (ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ) 存置 3ヶ月 台 1,510,000 材工

工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀ    (ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝ) 存置 6ヶ月 台 2,130,000 材工

仮設扉 鋼製 850×2000  片開きﾌﾗｯｼｭ戸　枠共 か所 30,900 材工

仮囲い 材料費(透明)       H=2.0m W=500 ｍ 24,000

仮囲い 材料費(透明)       H=3.0m W=500 ｍ 29,600

情報共有ｼｽﾃﾑ 初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量10GB ｼｽﾃﾑ利用者数10人以下 月 10,000

情報共有ｼｽﾃﾑ
初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量10GB ｼｽﾃﾑ利用者数11人以上20
人以下

月 10,000

情報共有ｼｽﾃﾑ
初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量10GB ｼｽﾃﾑ利用者数21人以上30
人以下

月 10,000

情報共有ｼｽﾃﾑ 初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量20GB ｼｽﾃﾑ利用者数10人以下 月 10,000

情報共有ｼｽﾃﾑ
初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量20GB ｼｽﾃﾑ利用者数11人以上20
人以下

月 10,000

情報共有ｼｽﾃﾑ
初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量20GB ｼｽﾃﾑ利用者数21人以上30
人以下

月 10,000

情報共有ｼｽﾃﾑ 初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量50GB ｼｽﾃﾑ利用者数10人以下 月 10,000

情報共有ｼｽﾃﾑ
初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量50GB ｼｽﾃﾑ利用者数11人以上20
人以下

月 10,000

情報共有ｼｽﾃﾑ
初期設置費用･保守費用共 ﾃﾞｰﾀ保存容量50GB ｼｽﾃﾑ利用者数21人以上30
人以下

月 10,000

床合板養生 通路養生 ﾍﾞﾆﾔt=2.5程度 ㎡ 1,450 材工

壁ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔ養生 通路養生 ﾌﾟﾗﾍﾞﾆﾔt=2.5程度　h=1820 ｍ 1,330 材工

溶融亜鉛めっき  高力ﾎﾞﾙﾄ M16 ｔ 515,000

溶融亜鉛めっき  高力ﾎﾞﾙﾄ M20 ｔ 505,000

溶融亜鉛めっき  高力ﾎﾞﾙﾄ M22 ｔ 505,000

溶融亜鉛めっき  高力ﾎﾞﾙﾄ M24 ｔ 520,000

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径13 長さ 600　　SS400 本 101

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径16 長さ 600　　SS400 本 162

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径16 長さ 800　　SS400 本 205

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径19 長さ 800　　SS400 本 275

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径19 長さ1000　　SS400 本 331

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径22 長さ 600　　SS400 本 311

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径22 長さ 800　　SS400 本 385

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径22 長さ1000　　SS400 本 460

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径25 長さ 800　　SS400 本 492

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径25 長さ1000　　SS400 本 588

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径25 長さ1200　　SS400 本 685
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営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径29 長さ 800　　SS400 本 723

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径29 長さ1000　　SS400 本 850

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径29 長さ1200　　SS400 本 979

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径32 長さ1000　　SS400 本 1,040

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径32 長さ1200　　SS400 本 1,210

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 径32 長さ1400　　SS400 本 1,370

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F2 厚さ2.0 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系  表面塗料なし  小規模 ㎡ 5,100 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-M2 厚さ1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系  表面塗料なし  小規模 ㎡ 7,020 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F1 厚さ1.2 加硫ｺﾞﾑ系       高日射反射率防水　-　 小規模 ㎡ 4,610 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F1 厚さ1.2 加硫ｺﾞﾑ系       高日射反射率防水　-　 一般 ㎡ 3,550 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F2 厚さ2.0 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系       高日射反射率防水　-　 小規模 ㎡ 6,600 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-F2 厚さ2.0 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系       高日射反射率防水　-　 一般 ㎡ 5,080 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-M1 厚さ1.5 加硫ｺﾞﾑ系       高日射反射率防水　-　 小規模 ㎡ 6,900 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-M1 厚さ1.5 加硫ｺﾞﾑ系       高日射反射率防水　-　 一般 ㎡ 5,310 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-M2 厚さ1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系       高日射反射率防水　-　 小規模 ㎡ 8,330 材工

合成高分子系    ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 S-M2 厚さ1.5 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系       高日射反射率防水　-　 一般 ㎡ 6,410 材工

塗 膜 防 水 X-1     平 面          高日反射塗料 　一般 ㎡ 7,450 材工

塗 膜 防 水 X-2     平 面          高日反射塗料　 一般 ㎡ 5,670 材工

塗 膜 防 水 X-2     立上り.立下り  高日反射塗料　 一般 ㎡ 6,670 材工

塗 膜 防 水 X-1     平 面           高日反射塗料　小規模 ㎡ 9,230 材工

塗 膜 防 水 X-2     平 面          高日反射塗料　 小規模 ㎡ 7,020 材工

塗 膜 防 水 X-2     立上り.立下り  高日反射塗料　 小規模 ㎡ 8,260 材工

塗 膜 防 水 Y-1     平 面          表面塗料なし  小規模 ㎡ 7,520 材工

塗 膜 防 水 Y-1     立上り.立下り  表面塗料なし  小規模 ㎡ 8,590 材工

塗 膜 防 水 Y-2     平 面          表面塗料なし  小規模 ㎡ 5,550 材工

塗 膜 防 水 Y-2     立上り.立下り  表面塗料なし  小規模 ㎡ 6,410 材工

塗 膜 防 水 Y-2 平面           表面塗料なし　保護ｼｰﾄ有り  小規模 ㎡ 5,960 材工

塗 膜 防 水 Y-2 立上り､立下り  表面塗料なし　保護ｼｰﾄ有り  小規模 ㎡ 6,870 材工

脱気装置 平場部 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 か所 5,400 材工

脱気装置 平場部 ｽﾃﾝﾚｽ製 か所 10,200 材工

防水立上り      乾式保護材      (押出成形ｾ
ﾒﾝﾄ板)

標準詳細図5-01-3    厚さ15.H600程度 ｍ 7,440 材工

防水立上り      乾式保護材      (押出成形ｾ
ﾒﾝﾄ板)

標準詳細図5-01-7    厚さ15.H600程度 ｍ 8,240 材工

防水立上り      乾式保護材      (押出成形ｾ
ﾒﾝﾄ板)

標準詳細図5-01-5,6  厚さ15.H600程度  既製ｱﾙﾐ受け材兼用笠木共 ｍ 9,930 材工

防水立上り      乾式保護材      (ｺｰﾅｰ加
算)

標準詳細図5-01-3 か所 3,270 材工

防水立上り      乾式保護材      (ｺｰﾅｰ加
算)

標準詳細図5-01-7 か所 3,270 材工

防水立上り      乾式保護材      (ｺｰﾅｰ加
算)

標準詳細図5-01-5,6 か所 5,160 材工

構造材 杉       1 等   正割材 ｍ3 118,000

構造材 桧       1 等   正割材 ｍ3 131,000

構造材 杉代用材 1 等   正角材 ｍ3 109,000

構造材 杉代用材 1 等   正割材 ｍ3 110,000

構造材 杉代用材 1 等   平割材 ｍ3 111,000

構造材 桧代用材 1 等   正割材 ｍ3 147,000

構造材 桧代用材 1 等   平割材 ｍ3 148,000
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営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

造作材 杉       1 等   正割材 ｍ3 118,000

造作材 桧       1 等   正割材 ｍ3 131,000

造作材 杉代用材 1 等   正割材 ｍ3 110,000

造作材 杉代用材 1 等   平割材 ｍ3 111,000

造作材 桧代用材 1 等   正割材 ｍ3 147,000

造作材 桧代用材 1 等   平割材 ｍ3 148,000

穴明き合板 5.5㎜ 枚 1,600

ﾌﾟﾘﾝﾄ合板 厚さ4.0㎜ ㎡ 1,040

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用縦引き  径50 個 4,990 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用縦引き  径65 個 5,610 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用縦引き  径80 個 6,390 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用縦引き  径100 個 7,430 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用縦引き  径125 個 9,100 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用縦引き  径150 個 12,800 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用横引き  径80 個 6,760 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用横引き  径100 個 7,900 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用横引き  径125 個 12,800 材工

ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 断熱防水用       屋上用横引き  径150 個 21,400 材工

ﾀﾗｯﾌﾟ(頂部手掛) ｽﾃﾝﾚｽ製 標準図 8-31-1 組 12,500 材工

安全ｶﾞｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製 標準図 8-31-3 ｍ 57,200 材工

金属成形板張り  (形状:              ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
型)

ｱﾙﾏｲﾄ(BB-1)             押出し型材      厚さ1.2 W=120 ㎡ 8,840 材工

金属成形板張り  (形状:              ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
型)

電解着色(BB-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  押出し型材      厚さ1.2 W=120 ㎡ 10,800 材工

金属成形板張り  (形状:              ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
型)

電解着色(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  押出し型材      厚さ1.2 W=120 ㎡ 10,800 材工

金属成形板張り  (形状:              ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
型)

電解着色(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ)    押出し型材      厚さ1.2 W=120 ㎡ 12,000 材工

金属成形板張り  (形状:              ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
型)

電解着色(BB-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)   押出し型材      厚さ1.2 W=120 ㎡ 10,800 材工

金属成形板張り  (形状:              ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
型)

電解着色(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ)    押出し型材      厚さ1.0 W=100 ㎡ 11,600 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BA-1) 幅200 一般 ｍ 6,400 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BA-1) 幅250 一般 ｍ 7,560 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BA-1) 幅300 一般 ｍ 9,360 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BA-1) 幅350 一般 ｍ 10,500 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BA-1) 幅400 一般 ｍ 12,700 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BA-1) 幅450一般 ｍ 13,300 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-1)         幅350  一般 ｍ 8,570 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-1)         幅400  一般 ｍ 11,200 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-1)         幅450  一般 ｍ 11,500 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-1)         幅120  水切 5-01-2 ｍ 5,750 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-1)         高120  水切 5-03-4 ｍ 5,210 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｱﾝﾊﾞｰ) 幅350  一般 ｍ 10,500 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｱﾝﾊﾞ-) 幅400  一般 ｍ 12,700 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｱﾝﾊﾞｰ) 幅450  一般 ｍ 13,300 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｱﾝﾊﾞｰ) 幅120  水切 5-01-2 ｍ 6,970 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｱﾝﾊﾞｰ) 高120  水切 5-03-4 ｍ 6,290 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 幅350  一般 ｍ 10,500 材工
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笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 幅400  一般 ｍ 12,700 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 幅450  一般 ｍ 13,300 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 幅120  水切 5-01-2 ｍ 6,970 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 高120  水切 5-03-4 ｍ 6,290 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   幅200  一般 ｍ 7,490 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   幅250  一般 ｍ 8,820 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   幅300  一般 ｍ 11,000 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   幅350  一般 ｍ 12,200 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   幅400  一般 ｍ 14,900 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   幅450  一般 ｍ 15,500 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   幅120  水切 5-01-2 ｍ 8,090 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   高120  水切 5-03-4 ｍ 7,280 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  幅350  一般 ｍ 10,500 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  幅400  一般 ｍ 12,700 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  幅450  一般 ｍ 13,300 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  幅120  水切 5-01-2 ｍ 6,970 材工

笠  木 ｱﾙﾐ製(BB-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  高120  水切 5-03-4 ｍ 6,290 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅200                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 18,500 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅250                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 21,700 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅300                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 26,200 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅350                            L型ｺｰﾅｰ 一般 か所 16,700 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅350                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 31,700 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅400                            L型ｺｰﾅｰ 一般 か所 21,200 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅400                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 40,500 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅450                            L型ｺｰﾅｰ 一般 か所 23,000 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅450                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 41,900 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          幅120                            L型ｺｰﾅｰ 水切 か所 9,260 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-1)          高120                            L型ｺｰﾅｰ 水切 か所 6,130 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅200                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 21,300 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅250                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 24,300 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅300                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 29,300 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅350                            L型ｺｰﾅｰ 一般 か所 18,700 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅350                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 35,600 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅400                            L型ｺｰﾅｰ 一般 か所 23,500 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅400                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 44,900 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅450                            L型ｺｰﾅｰ 一般 か所 25,200 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅450                            T型ｺｰﾅｰ 一般 か所 45,900 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  幅120                            L型ｺｰﾅｰ 水切 か所 10,500 材工

ｺｰﾅｰ役物 ｱﾙﾐ製(BB-2､ﾌﾞﾗｳﾝ系)  高120                            L型ｺｰﾅｰ 水切 か所 7,120 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D10      下向 か所 530 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D10      横向 か所 530 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D10      上向 か所 680 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D13      下向 か所 820 材工
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あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D13      横向 か所 820 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D13      上向 か所 1,040 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D16      下向 か所 1,360 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D16      横向 か所 1,360 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D16      上向 か所 1,740 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D19      下向 か所 2,190 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D19      横向 か所 2,190 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D19      上向 か所 2,810 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D22      下向 か所 3,460 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D22      横向 か所 3,460 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｶﾌﾟｾﾙﾀｲﾌﾟ  一般用 ﾀﾞﾎﾞ筋共     D22      上向 か所 4,300 材工

ｻｯｼ,壁取合い金物(2-24-8) ｱﾙﾐ製 AC-1種 D=30程度           W=110 ｍ 10,600 材工

ｻｯｼ,壁取合い金物(2-24-8) ｱﾙﾐ製 AC-1種 D=30程度           W=130 ｍ 11,300 材工

ｻｯｼ,壁取合い金物(2-24-8) ｱﾙﾐ製 AC-1種 D=30程度           W=150 ｍ 12,200 材工

ｻｯｼ,壁取合い金物(2-24-8) ｱﾙﾐ製 AC-1種 D=65程度           W=110 ｍ 11,100 材工

ｻｯｼ,壁取合い金物(2-24-8) ｱﾙﾐ製 AC-1種 D=65程度           W=130 ｍ 11,600 材工

ｻｯｼ,壁取合い金物(2-24-8) ｱﾙﾐ製 AC-1種 D=65程度           W=150 ｍ 12,900 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｱﾙﾐ製        W=150   厚さ1.6 ｍ 9,900 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｱﾙﾐ製        W=200   厚さ1.6 ｍ 12,300 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｱﾙﾐ製        W=250   厚さ1.6 ｍ 14,300 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｽﾃﾝﾚｽ製      W=150   厚さ1.6 ｍ 17,900 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｽﾃﾝﾚｽ製      W=200   厚さ1.6 ｍ 21,500 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｽﾃﾝﾚｽ製      W=250   厚さ1.6 ｍ 24,900 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｽﾁｰﾙ製  W=150   厚さ1.6 ｍ 7,420 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｽﾁｰﾙ製  W=200   厚さ1.6 ｍ 8,910 材工

開口部金属製枠  (ｱﾝｶｰ付) ｽﾁｰﾙ製  W=250   厚さ1.6 ｍ 10,400 材工

落下防止手摺 SUS304金物　集成材40φ ｍ 12,600 材工

ｿｹｯﾄ 24φ用 組 192

吊ﾊﾟｲﾌﾟ SUS304  HL仕上  24φ ｍ 1,010

階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入り      幅35 ｍ 1,050

ﾋﾞﾆﾙ手すり φ40 ｍ 6,000

手すり 集成材 　クリアラッカー          直径35㎜ ｍ 20,300

手すり 集成材 　クリアラッカー          直径45㎜ ｍ 22,900

便所手すり      標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫通
含まず

小便器手すり   6-28-1　ステンレス及びHL か所 38,600 材工

便所手すり      標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫通
含まず

小便器手すり   6-28-1           樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ か所 39,600 材工

便所手すり      標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫通
含まず

洗面器手すり   6-28-2　ステンレス及びHL か所 50,600 材工

便所手すり      標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫通
含まず

洗面器手すり   6-28-2           樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ か所 52,600 材工

便所手すり      標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫通
含まず

可動手すり　6-23-1,6-25-1,6-26-1～3　　ステンレス及びHL か所 68,800 材工

便所手すり      標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫通
含まず

可動手すり　6-23-1,6-25-1,6-26-1～3       樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ か所 69,700 材工

便所手すり      標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫通
含まず

固定手すり(L型)  6-22-5 ステンレス及びHL か所 22,500 材工

便所手すり      標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫通
含まず

固定手すり(L型)  6-23-1,6-25-1  6-22-5 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ か所 31,000 材工

便所手すり       標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫
通含まず

固定手すり(I型) 　6-22-6　ステンレス及びHL か所 9,120 材工

便所手すり       標準詳細図型    ﾌﾞﾛｯｸ貫
通含まず

固定手すり(I型) 　6-22-6　樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ か所 13,700 材工
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あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M10      下向 か所 460 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M10      横向 か所 460 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M10      上向 か所 610 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M12      下向 か所 650 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M12      横向 か所 650 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M12      上向 か所 830 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M16      下向 か所 1,130 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M16      横向 か所 1,130 材工

あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張ｱﾝｶｰ     改修用 ﾀﾞﾎﾞ筋含まず     M16      上向 か所 1,480 材工

耐酸被覆鋼板 平板 厚さ0.4㎜ ｍ 2,700

耐酸被覆鋼板 平板 厚さ0.5㎜ ｍ 2,850

耐酸被覆鋼板 平板 厚さ0.6㎜ ｍ 3,070

耐酸被覆鋼板 平板 厚さ0.8㎜ ｍ 3,450

耐酸被覆鋼板 平板 厚さ1.0㎜ ｍ 3,900

側　塊 240×240 H=370 ふた付き 個 1,470

側　塊 300×300 H=420 ふた付き 個 2,000

側　塊 360×360 H=480 ふた付き 個 3,100

補助側塊 360×360 H=480 ふた付き 個 1,150

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    溝ふた 側溝用（枠付） 細目   凹凸型    歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅200 組 13,400

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    溝ふた 側溝用（枠付） 細目   凹凸型    歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅250 組 14,400

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    溝ふた 側溝用（枠付） 細目   凹凸型    歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無 溝幅450 組 18,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 側溝用（枠付） 15㎜ﾋﾟｯﾁ  細目凹凸型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無  溝幅200 組 28,500

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 側溝用（枠付） 15㎜ﾋﾟｯﾁ  細目凹凸型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無  溝幅250 組 32,900

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 側溝用（枠付） 15㎜ﾋﾟｯﾁ  細目凹凸型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無  溝幅300 組 38,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 側溝用（枠付） 15㎜ﾋﾟｯﾁ  細目凹凸型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無  溝幅350 組 42,100

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 側溝用（枠付） 15㎜ﾋﾟｯﾁ  細目凹凸型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無  溝幅400 組 47,200

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 側溝用（枠付） 15㎜ﾋﾟｯﾁ  細目凹凸型 歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定無  溝幅450 組 51,300

床点検口 屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠    ｱﾙﾐ目地   鍵無  350角 か所 8,140

床点検口 屋内用   一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠    ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無  350角 か所 11,100

軽量骨材吹付    (ﾊﾟｰﾗｲﾄ) RC.PC面                  合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ系 厚さ3.0  小規模 ㎡ 1,530 材工

軽量骨材吹付    (ﾊﾟｰﾗｲﾄ) RC.PC面                  合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ系 厚さ5.0  小規模 ㎡ 1,930 材工

軽量骨材吹付    (ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ) RC.PC面                  －               厚さ3.0 原 色  小規模 ㎡ 1,350 材工

軽量骨材吹付    (ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ) RC.PC面                  －               厚さ5.0 着 色  小規模 ㎡ 2,280 材工

軽量骨材吹付    (ﾊﾞｰﾐｷｭﾗｲﾄ) RC.PC面                  －               厚さ5.0 着 色  一　般 ㎡ 1,900 材工

高圧洗浄 100-250N/mm2 ㎡ 2,060 材工

高圧洗浄 50N/mm2 ㎡ 900 材工

防水型複層塗材RE ゆず肌   ﾛｰﾗｰ塗り  水系　ｱｸﾘﾙ     つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 3,060 材工

防水型複層塗材RE ゆず肌   ﾛｰﾗｰ塗り  水系　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ  つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 3,330 材工

防水型複層塗材RE ゆず肌   ﾛｰﾗｰ塗り  水系　ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 3,540 材工

防水型複層塗材RE ゆず肌   ﾛｰﾗｰ塗り  水系　ふっ素   つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 4,030 材工

防水型複層塗材RE 凸部処理 吹付け    水系　ｱｸﾘﾙ     つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 2,940 材工

防水型複層塗材RE 凸部処理 吹付け    水系　ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ  つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 3,090 材工

防水型複層塗材RE 凸部処理 吹付け    水系　ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 3,420 材工
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防水型複層塗材RE 凸部処理 吹付け    水系　ふっ素   つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 3,910 材工

防水型複層塗材RE 凹凸模様 吹付け    水系　ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 3,250 材工

防水型複層塗材RE 凹凸模様 吹付け    水系　ふっ素   つや有      下地処理・調整含まない ㎡ 3,740 材工

複層塗材上塗材  (ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)
ﾛｰﾗｰ   水系ｱｸﾘﾙ     つや有･無  2回塗り 0.25㎏以上  下地処理･調整含まな
い

㎡ 660 材工

複層塗材上塗材  (ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)
ﾛｰﾗｰ   水系ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ  つや有･無  2回塗り 0.25㎏以上  下地処理･調整含まな
い

㎡ 820 材工

複層塗材上塗材  (ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)
ﾛｰﾗｰ   水系ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ つや有･無  2回塗り 0.25㎏以上  下地処理･調整含ま
ない

㎡ 1,030 材工

複層塗材上塗材  (ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)
ﾛｰﾗｰ   水系ふっ素   つや有･無  2回塗り 0.25㎏以上  下地処理･調整含まな
い

㎡ 1,570 材工

複層塗材上塗材  (ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)
吹付け 水系ｱｸﾘﾙ     つや有･無  2回塗り 0.25㎏以上  下地処理･調整含まな
い

㎡ 590 材工

複層塗材上塗材  (ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)
吹付け 水系ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ  つや有･無  2回塗り 0.25㎏以上  下地処理･調整含まな
い

㎡ 750 材工

複層塗材上塗材  (ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)
吹付け 水系ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ つや有･無  2回塗り 0.25㎏以上  下地処理･調整含ま
ない

㎡ 960 材工

複層塗材上塗材  (ﾄｯﾌﾟｺｰﾄのみ)
吹付け 水系ふっ素   つや有･無  2回塗り 0.25㎏以上  下地処理･調整含まな
い

㎡ 1,500 材工

可とう形改修用仕上塗材Ｅ 平たん状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 1,550 材工

可とう形改修用仕上塗材Ｅ さざ波状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 1,760 材工

可とう形改修用仕上塗材Ｅ ゆず肌状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 1,650 材工

可とう形改修用仕上塗材RＥ 平たん状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 1,650 材工

可とう形改修用仕上塗材RＥ さざ波状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 1,870 材工

可とう形改修用仕上塗材RＥ ゆず肌状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 1,760 材工

可とう形改修用仕上塗材CE 平たん状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 2,050 材工

可とう形改修用仕上塗材CE さざ波状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 2,250 材工

可とう形改修用仕上塗材CE ゆず肌状　ローラー塗り　ｱｸﾘﾙ系水系つやあり上塗2回 ㎡ 2,150 材工

下地調整（モルタル、プラスター及びＰＣパ
ネル面）

合成樹脂エマルションシーラー ㎡ 250 材工

下地調整（せっこうボード面及びその他ボー
ド面）

素地ごしらえＢ種＋合成樹脂エマルションシーラー ㎡ 470 材工

防塵用塗料塗り 水性ｱｸﾘﾙ樹脂 0.25㎏/㎡以上 ㎡ 580 材工

弾性ｳﾚﾀﾝ塗り床 平滑仕上げ     小規模 ㎡ 2,830 材工

弾性ｳﾚﾀﾝ塗り床 防滑仕上げ     一般 ㎡ 3,190 材工

弾性ｳﾚﾀﾝ塗り床 防滑仕上げ     小規模 ㎡ 3,880 材工

弾性ｳﾚﾀﾝ塗り床 つや消し仕上げ 小規模 ㎡ 2,970 材工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床 薄膜 流し延べ仕上げ　防滑仕上げ   小規模 ㎡ 2,620 材工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床 薄膜 流し展べ仕上げ     小規模 ㎡ 2,150 材工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床 厚膜 流し展べ仕上げ     小規模 ㎡ 3,660 材工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床 樹脂ﾓﾙﾀﾙ仕上げ          小規模 ㎡ 5,190 材工

硬質着色床 一般色 ｺﾝｸﾘｰﾄこて下地  非金属骨材系     50㎡程度 ㎡ 1,100 材工

硬質着色床 ｸﾞﾘｰﾝ  ｺﾝｸﾘｰﾄこて下地  非金属骨材系    300㎡程度 ㎡ 890 材工

硬質着色床 ｸﾞﾘｰﾝ  ｺﾝｸﾘｰﾄこて下地  非金属骨材系     50㎡程度 ㎡ 1,170 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ15 大規模 ㎡ 1,140 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ15 一般 ㎡ 1,310 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ20 大規模 ㎡ 1,210 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ20 一般 ㎡ 1,390 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ25 大規模 ㎡ 1,290 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ25 一般 ㎡ 1,480 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ30 大規模 ㎡ 1,430 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ30 一般 ㎡ 1,640 材工

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ50 大規模 ㎡ 1,980 材工

7



営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

壁吹付け        硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    (難燃仕
様)

厚さ50 一般 ㎡ 2,270 材工

壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ (現場発泡) 建具まわり 100×20 ｍ 660 材工

壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ (現場発泡) 建具まわり 100×25 ｍ 700 材工

壁 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ (現場発泡) 建具まわり 100×50 ｍ 900 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ15 大規模 ㎡ 1,140 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ15 一般 ㎡ 1,310 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ20 大規模 ㎡ 1,210 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ20 一般 ㎡ 1,390 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ25 大規模 ㎡ 1,290 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ25 一般 ㎡ 1,480 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ30 大規模 ㎡ 1,430 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ30 一般 ㎡ 1,640 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ50 大規模 ㎡ 1,980 材工

天井吹付け      硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    （難燃仕
様）

厚さ50 一般 ㎡ 2,270 材工

ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ 1000本/箱 ｷｬｯﾌﾟ共 本 11 材工

くつふきﾏｯﾄ 硬質ｱﾙﾐ製         -     H=15     ㎡ 当り か所 39,500 材工

くつふきﾏｯﾄ 硬質ｱﾙﾐ製         -     H=25     ㎡ 当り か所 59,300 材工

くつふきﾏｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製           -     H=13     ㎡ 当り か所 76,100 材工

くつふきﾏｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製           -     H=15     ㎡ 当り か所 78,500 材工

くつふきﾏｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製           -     H=20     ㎡ 当り か所 100,000 材工

くつふきﾏｯﾄ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製      ｺｲﾙ状    -       ㎡ 当り か所 26,400 材工

くつふきﾏｯﾄ ﾋﾞﾆﾙ製            -      -       ㎡ 当り か所 18,500 材工

くつふきﾏｯﾄ     縁金物 ｽﾃﾝﾚｽ製 6×25   ｍ当り     8ｰ21ｰ1.3 か所 6,650 材工

くつふきﾏｯﾄ     縁金物 ｽﾃﾝﾚｽ製 6×50   ｍ当り     8ｰ21ｰ2 か所 11,700 材工

目皿上部金物 ﾏｯﾄ下   ｽﾃﾝﾚｽ製 120×120 厚2.0  8ｰ21ｰ2 か所 7,260 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 支柱調整式  H=50～100未満 50㎡未満        水平力0.6G 耐荷重3,000N ㎡ 8,500 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 支柱調整式  H=100 50㎡未満                水平力0.6G 耐荷重3,000N ㎡ 8,500 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 支柱調整式  H=150 50㎡未満                水平力0.6G 耐荷重3,000N ㎡ 8,500 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 支柱調整式  H=50～100未満 100～300㎡程度  水平力0.6G 耐荷重3,000N ㎡ 7,800 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 支柱調整式  H=100 100～300㎡程度          水平力0.6G 耐荷重3,000N ㎡ 7,800 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 支柱調整式  H=150 100～300㎡程度          水平力0.6G 耐荷重3,000N ㎡ 7,800 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 置敷式    H=50～100未満 50㎡未満        水平力0.6G 耐荷重3,000N ㎡ 8,000 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 置敷式    H=50～100未満 100～300㎡程度  水平力0.6G 耐荷重3,000N ㎡ 7,500 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      ﾎﾞｰﾀｰ加工費 施工規模50㎡未満 ｍ 2,100 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ      ﾎﾞｰﾀｰ加工費 施工規模100～300㎡未満 ｍ 2,100 材工

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)      -  巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製(着色)   6.6m/ｹ
所当り

箇所 337,000 材工

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)      -  巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製(ｼﾙﾊﾞｰ)  6.6m/
ｹ所当り

箇所 325,000 材工

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板)      -  巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)  6.6m/ｹ
所当り

箇所 374,000 材工

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板)   -  巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製(着色)   6.6m/
ｹ所当り

箇所 297,000 材工

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板)   -  巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製(ｼﾙﾊﾞｰ)
6.6m/ｹ所当り

箇所 269,000 材工

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
既製ﾊﾟﾈﾙ(ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板)   -  巾木型ｽﾃﾝﾚｽ製 ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)
6.6m/ｹ所当り

箇所 326,000 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-1)         90×150   3-31-3(断熱無) ｍ 8,510 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-1)         90×150   3-31-3(断熱有) ｍ 8,900 材工
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ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-1)         120×80   3-31-3(断熱無) ｍ 6,760 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-1)         120×80   3-31-3(断熱有) ｍ 7,150 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-1)         120×150  3-31-3(断熱無) ｍ 9,110 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-1)         120×150  3-31-3(断熱有) ｍ 9,500 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-1)         150×80   3-31-3(断熱無) ｍ 7,370 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-1)         150×80   3-31-3(断熱有) ｍ 7,760 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  90×150   3-31-3(断熱無) ｍ 9,330 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  90×150   3-31-3(断熱有) ｍ 9,720 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  120×80   3-31-3(断熱無) ｍ 7,370 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  120×80   3-31-3(断熱有) ｍ 7,760 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  120×150  3-31-3(断熱無) ｍ 9,940 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  120×150  3-31-3(断熱有) ｍ 10,300 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  150×80   3-31-3(断熱無) ｍ 7,970 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｱﾝﾊﾞｰ)  150×80   3-31-3(断熱有) ｍ 8,360 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 90×150   3-31-3(断熱無) ｍ 9,330 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 90×150   3-31-3(断熱有) ｍ 9,720 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-２､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 120×80   3-31-3(断熱無) ｍ 7,370 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-２､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 120×80   3-31-3(断熱有) ｍ 7,760 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 120×150  3-31-3(断熱無) ｍ 9,940 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 120×150  3-31-3(断熱有) ｍ 10,300 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 150×80   3-31-3(断熱無) ｍ 7,970 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 150×80   3-31-3(断熱有) ｍ 8,360 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   90×150   3-31-3(断熱無) ｍ 10,700 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   90×150   3-31-3(断熱有) ｍ 11,200 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   120×80   3-31-3(断熱無) ｍ 8,440 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   120×80   3-31-3(断熱有) ｍ 8,910 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   120×150  3-31-3(断熱無) ｍ 11,400 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   120×150  3-31-3(断熱有) ｍ 11,900 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   150×80   3-31-3(断熱無) ｍ 9,160 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ﾌﾞﾗｯｸ系)   150×80   3-31-3(断熱有) ｍ 9,630 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  90×150   3-31-3(断熱無) ｍ 9,330 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  90×150   3-31-3(断熱有) ｍ 9,720 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  120×80   3-31-3(断熱無) ｍ 7,370 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  120×80   3-31-3(断熱有) ｍ 7,760 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  120×150  3-31-3(断熱無) ｍ 9,940 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  120×150  3-31-3(断熱有) ｍ 10,300 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  150×80   3-31-3(断熱無) ｍ 7,970 材工

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製(AC-2､ｽﾃﾝｶﾗｰ)  150×80   3-31-3(断熱有) ｍ 8,360 材工

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       (ｺｰﾅｰ加算) か所 410 材工

ﾒﾗﾐﾝ化粧樹脂板 厚1.2 ㎡ 2,550

流し上部水切り ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ0.6  6-11-4  1.8m当り ｍ 16,800 材工

流し上部水切り ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ1.5  6-11-3  1.8m当り ｍ 9,800 材工

ﾌｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽSUS430,t=1.0  600×600  6-11-2 か所 119,000 材工
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営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

ﾌｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽSUS430,t=1.0  900×600  6-11-2 か所 133,000 材工

ﾌｰﾄﾞ ｽﾃﾝﾚｽSUS430,t=1.0 1200×600  6-11-2 か所 155,000 材工

室名札 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷          平付け型(横差し式) 50×250  8-43-1 か所 6,040 材工

室名札 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷          平付け型(横差し式) 60×300  8-43-1 か所 6,700 材工

室名札 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷          平付け型(横差し式) 80×200  8-43-1 か所 6,100 材工

室名札 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷          平付け型(縦差し式) 50×250  8-43-1 か所 6,040 材工

室名札 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷          平付け型(縦差し式) 60×300  8-43-1 か所 6,700 材工

室名札 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷          平付け型(縦差し式) 80×200  8-43-1 か所 6,100 材工

室名札 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷          持出し型           50×250  8-43-1 か所 6,640 材工

室名札 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷          持出し型           60×300  8-43-1 か所 6,880 材工

階数表示板 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         平付け型  150×150 か所 7,880 材工

階数表示板 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         平付け型  200×200 か所 9,410 材工

階数表示板 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         持出し型  150×150 か所 9,170 材工

階数表示板 ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         持出し型  200×200 か所 10,700 材工

ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         平付け型  150×150  8-44-1 か所 5,940 材工

ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         平付け型  200×200  8-44-1 か所 7,470 材工

ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         平付け型  200×100  8-44-1 か所 6,160 材工

ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         持出し型  150×150  8-44-1 か所 7,060 材工

ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾌ ｱｸﾘﾙ製 ｼﾙｸ印刷         持出し型  200×200  8-44-1 か所 8,560 材工

誘導標識 ｱﾙﾐ製  ｱﾙﾏｲﾄ印刷       平付け型  360×120 か所 8,100 材工

誘導標識 塩ﾋﾞ製 -               平付け型  既製品 か所 3,160 材工

ﾋﾟｸﾁｬ-ﾚ-ﾙ用     可動ﾌｯｸ 天井・壁共 ﾛ-ﾗ-付 か所 280

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ用     固定ﾌｯｸ 天井・壁共 か所 510

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ用     ﾊﾝｶﾞｰﾌｯｸ 天井・壁共  L≦1000 か所 1,980

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ用     ﾊﾝｶﾞｰﾌｯｸ 天井・壁共  L≦2000 か所 2,130

流し台 市販品（廉価品）   幅1200 (ﾄﾗｯﾌﾟ付) 台 23,100

流し台 市販品（廉価品）   幅1500 (ﾄﾗｯﾌﾟ付) 台 27,200

流し台 市販品（廉価品）  幅1800 (ﾄﾗｯﾌﾟ付) 台 30,300

ｺﾝﾛ台 市販品（廉価品）  幅600 (ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付) 台 10,400

ｺﾝﾛ台 市販品（廉価品）  幅700 (ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ付) 台 11,200

吊戸棚 市販品（廉価品）  高さ500×幅300 台 5,100

吊戸棚 市販品（廉価品）  高さ500×幅600 台 6,900

吊戸棚 市販品（廉価品）  高さ700×幅600 台 9,180

水切棚 1段     L600 台 4,020

水切棚 1段     L900 台 4,620

調理台 市販品（廉価品）  高さ800×幅300 台 9,840

調理台 市販品（廉価品）  高さ800×幅600 台 11,400

非常用進入口表示 か所 400

掲示板 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り   900×1500 か所 21,800

掲示板 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り   900×2700 か所 36,800

掲示板 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り   900×3600 か所 48,000

掲示板 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り  1200×2700 か所 45,900

吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 ｍ 975
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営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

伸縮吊棒 L=800 個 780

路面表示用塗料 幅150㎜ 厚さ1.0㎜       溶融式 ｍ 530.7 材工

浸透ます 450角 か所 4,470

浸透ます 500角 か所 4,640

浸透ます 600角 か所 10,700

浸透ます用 蓋 450角 か所 2,580

浸透ます用 蓋 500角 か所 2,990

浸透ます用 蓋 600角 か所 4,080

浸透ます用 縁塊 450角 か所 2,510

浸透ます用 縁塊 500角 か所 2,720

浸透ます用 縁塊 600角 か所 3,140

浸透ます用 側塊 450角 H=150 か所 2,580

浸透ます用 側塊 500角 H=300 か所 4,420

浸透ます用 側塊 600角 H=150 か所 3,500

浸透ます用 側塊 600角 H=300 か所 5,390

底塊ﾌｨﾙﾀｰ 450角 か所 5,100

底塊ﾌｨﾙﾀｰ 500角 か所 5,880

底塊ﾌｨﾙﾀｰ 600角 か所 12,700

ｺﾝｸﾘｰﾄふた 400φ 個 2,950

ｺﾝｸﾘｰﾄふた 500φ 個 4,570

ﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製上下式鎖内蔵型 t=2    径76.3  ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞなし 一般用 か所 34,300 材工

ﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製上下式鎖内蔵型 t=2    径76.3  ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞなし 端部用 か所 27,700 材工

ﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製上下式鎖内蔵型 t=2    径76.3  ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付   一般用 か所 50,000 材工

ﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製上下式鎖内蔵型 t=2    径76.3  ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付   端部用 か所 44,500 材工

ﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製上下式鎖内蔵型 t=2.5  径114.3 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞなし 一般用 か所 71,000 材工

ﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製上下式鎖内蔵型 t=2.5  径114.3 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞなし 端部用 か所 58,500 材工

ﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製上下式鎖内蔵型 t=2.5  径114.3 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付   一般用 か所 91,200 材工

ﾊﾞﾘｶｰ ｽﾃﾝﾚｽ製上下式鎖内蔵型 t=2.5  径114.3 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ付   端部用 か所 79,700 材工

樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（格子型） 高さ900 ｍ 4,690

樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（格子型） 高さ1200 ｍ 5,690

樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（格子型） 高さ1500 ｍ 6,930

樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ（格子型） 高さ1800 ｍ 8,770

樹脂塗装        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      (格子型) 高さ900         片開き  幅1000 か所 31,600

樹脂塗装        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      (格子型) 高さ900         両開き  幅2000 か所 57,100

樹脂塗装        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      (格子型) 高さ1200        片開き  幅1000 か所 34,400

樹脂塗装        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      (格子型) 高さ1200        両開き  幅2000 か所 61,900

樹脂塗装        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      (格子型) 高さ1500        片開き  幅1000 か所 43,000

樹脂塗装        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      (格子型) 高さ1500        両開き  幅2000 か所 75,400

樹脂塗装        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      (格子型) 高さ1800        片開き  幅1000 か所 46,400

樹脂塗装        ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      (格子型) 高さ1800        両開き  幅2000 か所 82,900

ひび割れ部      樹脂注入工法 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法  ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ ｍ 4,050 材工

ひび割れ部      樹脂注入工法 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法  ﾓﾙﾀﾙ仕上げ ｍ 4,050 材工

ひび割れ部      樹脂注入工法 自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法  ﾀｲﾙ張り仕上げ ｍ 4,050 材工
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名称 摘要 単位 単価 備考欄

ひび割れ部      Ｕカットシール材充てん工
法

ｼｰﾘﾝｸﾞ材充てん ｍ 1,600 材工

ひび割れ部      Ｕカットシール材充てん工
法

ｼｰﾘﾝｸﾞ材＋ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん ｍ 1,700 材工

ひび割れ部      Ｕカットシール材充てん工
法

可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充てん ｍ 1,800 材工

ひび割れ部      シール工法 パテ状エポキシ樹脂 ｍ 600 材工

ひび割れ部      シール工法 可とう性エポキシ樹脂 ｍ 650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚10 - か所 800 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚30 - か所 1,250 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚10 - か所 550 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚30 - か所 900 材工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ   材料費 外壁改修用 ｍ3 1,320,000 材工

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ   材料費 外壁改修用 ｍ3 304,000 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 撤去 支柱調整式 施工規模50㎡未満        集積共 ㎡ 1,100 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 撤去 支柱調整式 施工規模100～300㎡程度  集積共 ㎡ 850 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 撤去 置敷式   施工規模50㎡未満        集積共 ㎡ 1,100 材工

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ 撤去 置敷式   施工規模100～300㎡程度  集積共 ㎡ 850 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-T1　平場 ㎡ 5,290 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-T1　立上り ㎡ 6,650 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-T2　平場 ㎡ 3,940 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-T2　立上り ㎡ 4,730 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-T3　平場 ㎡ 5,830 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-T3　立上り ㎡ 7,690 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-T4　平場 ㎡ 4,700 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-T4　立上り ㎡ 5,470 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-J1　平場 ㎡ 6,460 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-J1　立上り ㎡ 7,100 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-J2　平場 ㎡ 3,860 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-J2　立上り ㎡ 4,920 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-J3　平場 ㎡ 6,090 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 AS-J3　立上り ㎡ 7,230 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 ASI-T1　防湿層無し　平場 ㎡ 8,440 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 ASI-T1　防湿層無し　立上り ㎡ 6,650 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 ASI-J1　防湿層無し　平場 ㎡ 8,610 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 ASI-J1　防湿層無し　立上り ㎡ 7,100 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 ASI-T1　防湿層有り　平場 ㎡ 9,320 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 ASI-T1　防湿層無し　立上り ㎡ 6,650 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 ASI-J1　防湿層有り　平場 ㎡ 9,490 材工

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 水 ASI-J1　防湿層無し　立上り ㎡ 7,100 材工

足金物埋込工法 ｍ 1,570 材工

ｶｰﾙﾌﾟﾗｸﾞ併用    接 着 工 法 ｍ 300 材工

手すり金物 階段手すり用   （ﾋﾞﾆﾙ製用） ｍ 17,100 材工

手すり金物 階段2段手すり用 ｍ 28,600 材工

手すり金物 壁付き手すり用  木製径45 ｍ 7,610 材工

手すり金物 壁付き手すり用  木製径60 ｍ 7,610 材工
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営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

屋上手すり 5-23-1 ｍ 33,700 材工

屋上門扉 5-23-1 か所 174,000 材工

木製建具 800×2000 枚 17,800 材工

木製建具 1600×2000 枚 35,300 材工

木製建具 1200×2000 枚 32,200 材工

天袋ふすま 600×900 枚 6,710 材工

障子 900×1350 枚 13,800 材工

障子 900×1750 枚 16,500 材工

戸ぶすま 900×1800 枚 16,900 材工

片面ふすま 900×1800 枚 12,800 材工

両面ふすま 900×1750 枚 14,300 材工

本締り付きﾓﾉﾛｯｸ 組 3,450

ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこう ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 厚12.5 不燃 ㎡ 530

天井 木目化粧せ っこうﾎﾞｰﾄﾞ張り (GB-D) 厚さ12.5 不燃  鋼製裏桟共 ㎡ 5,790 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          1等級  工程A種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 2,050 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          1等級  工程B種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 2,050 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          1等級  工程C種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 2,050 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          2等級  工程A種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,850 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          2等級  工程B種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,850 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          2等級  工程C種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,850 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          3等級  工程A種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,440 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          3等級  工程B種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,440 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 亜鉛めっき鋼面          3等級  工程C種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,440 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              1等級  工程A種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 2,050 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              1等級  工程B種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 2,050 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              1等級  工程C種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 2,050 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              2等級  工程A種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,850 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              2等級  工程B種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,850 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              2等級  工程C種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,850 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              3等級  工程A種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,440 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              3等級  工程B種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,440 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 鋼製建具面              3等級  工程C種   下塗り別途  下地調整別途 ㎡ 1,440 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 -      工程B-1種 下地RB種(塗替え面) ㎡ 2,700 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 -      工程B-1種 下地RB種(新規面) ㎡ 2,480 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 -      工程B-2種 下地RC種(塗替え面) ㎡ 1,940 材工

ＤＰ塗り        改修仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ･押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 -      工程B-2種 下地RC種(新規面) ㎡ 1,940 材工

ＤＰ塗り下塗り  改修仕様 鉄鋼面                   工程A種 ㎡ 1,700 材工

ＤＰ塗り下塗り  改修仕様 鉄鋼面                   工程B種 ㎡ 1,140 材工

ＤＰ塗り下塗り  改修仕様 鉄鋼面                   工程C種 ㎡ 570 材工

ＤＰ塗り下塗り  改修仕様 亜鉛めっき鋼面           工程A種 ㎡ 570 材工

ＤＰ塗り下塗り  改修仕様 亜鉛めっき鋼面           工程B種 ㎡ 570 材工

ＤＰ塗り下塗り  改修仕様 亜鉛めっき鋼面           工程C種 ㎡ 570 材工

ｽﾃﾝﾚｽとい 径50  SUS304　HL仕上 ｍ 3,570
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営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

ｽﾃﾝﾚｽとい 径80  SUS304　HL仕上 ｍ 5,320

ｽﾃﾝﾚｽとい 径100 SUS304　HL仕上 ｍ 6,420

ｽﾃﾝﾚｽとい 径125 SUS304　HL仕上 ｍ 10,000

ｽﾃﾝﾚｽとい 径150 SUS304　HL仕上 ｍ 12,200

ﾍﾞﾋﾞｰｷｰﾌﾟ 壁固定　材工共 か所 65,800 材工

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ 壁固定ﾀｲﾌﾟ　材工共 か所 119,000 材工

鏡 厚5mm　防湿鏡 ㎡ 13,700 材工

鏡ﾌﾚｰﾑ金物 ｽﾃﾝﾚｽ製　ｺﾞﾑ座あて共 ｍ 2,600 材工

ケイ酸質系塗布防水 C-UI　背面水圧側　適用部位：地下構造物外壁、床・ﾋﾟｯﾄ床、壁部 ㎡ 2,080 材工

ケイ酸質系塗布防水 C-UP　背面水圧側　適用部位：地下構造物外壁、床・ﾋﾟｯﾄ床、壁部 ㎡ 2,080 材工

ケイ酸質系塗布防水
C-UI　水圧側　　　　適用部位：地下構造物外壁・水槽床、壁、天井部・ﾋﾟｯﾄ壁
部

㎡ 1,470 材工

ケイ酸質系塗布防水
C-UP　水圧側　　　　適用部位：地下構造物外壁・水槽床、壁、天井部・ﾋﾟｯﾄ壁
部

㎡ 1,470 材工

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 33,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 36,900

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 41,900

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 44,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 49,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 53,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 33,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 45,600

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 52,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 56,200

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 71,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 77,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 40,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 52,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 72,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 75,500

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 80,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 91,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 40,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 52,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 72,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 75,500

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 80,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 108,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 46,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 64,600

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 72,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 75,500

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 96,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   15㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 145,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 27,400
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ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 30,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 33,900

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 36,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 39,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 42,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 27,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 36,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 49,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 50,500

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 74,100

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 75,500

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 45,900

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 51,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 60,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 66,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 87,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 89,100

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 45,900

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 51,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 60,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 78,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 87,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 129,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 45,900

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 51,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 71,600

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 92,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 121,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   22㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 145,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 23,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 25,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 28,600

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 30,100

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 32,600

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      歩行用 ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 34,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 28,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 34,800

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 46,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 47,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 52,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-2    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 55,200

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 36,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 39,400
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ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 46,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 55,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 87,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-6    ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 89,100

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 36,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 39,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 54,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 78,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 87,400

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-14   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 108,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅200 組 36,700

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅250 組 46,000

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅300 組 71,600

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅350 組 75,500

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅400 組 96,300

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝ふた 横断用(枠付)   30㎜@  平型      T-20   ﾎﾞﾙﾄ固定有 溝幅450 組 121,000

複層ｶﾞﾗｽ Low-e6+A6+FL6   特寸 2.0㎡以下  ｶﾞﾗｽとめ材別途   清掃別途 ㎡ 11,800 材工

複層ｶﾞﾗｽ Low-e6+A6+FL6   特寸 4.0㎡以下  ｶﾞﾗｽとめ材別途   清掃別途 ㎡ 12,100 材工

複層ｶﾞﾗｽ Low-e6+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下  ｶﾞﾗｽとめ材別途   清掃別途 ㎡ 15,500 材工

複層ｶﾞﾗｽ Low-e6+A6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下  ｶﾞﾗｽとめ材別途   清掃別途 ㎡ 15,900 材工

複層ｶﾞﾗｽ Low-e6+A12+FL6   特寸 2.0㎡以下  ｶﾞﾗｽとめ材別途   清掃別途 ㎡ 12,300 材工

複層ｶﾞﾗｽ Low-e6+A12+FL6   特寸 4.0㎡以下  ｶﾞﾗｽとめ材別途   清掃別途 ㎡ 12,700 材工

複層ｶﾞﾗｽ Low-e6+A12+PW6.8 特寸 2.0㎡以下  ｶﾞﾗｽとめ材別途   清掃別途 ㎡ 16,100 材工

複層ｶﾞﾗｽ Low-e6+A12+PW6.8 特寸 4.0㎡以下  ｶﾞﾗｽとめ材別途   清掃別途 ㎡ 16,500 材工

1液性硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ｴｱｿﾞｰﾙﾀｲﾌﾟ　750ml 缶 1,790

石綿含有量調査 JIS A 1481-1 定性 検体 36,000 材工

石綿含有量調査 JIS A 1481-3 定量 検体 18,000 材工

石綿含有量調査 JIS A 1481-2 定性 検体 36,000 材工

石綿含有量調査検体採取費用 回 30,000 材工

石綿粉じん濃度測定費 測定1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 か所 22,500 材工

ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ 衝撃破壊対応ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ  GI-1 JIS A 5759 内張り ㎡ 4,780 材工

ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ 日射調整ﾌｨﾙﾑ               SC-1       JIS A 5759 内張り ㎡ 5,620 材工

ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ 層間変位破壊対応ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ  GD-1 JIS A 5759 内張り ㎡ 4,780 材工

ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ ｶﾞﾗｽ貫通防止ﾌｨﾙﾑ               SF        JIS A 5759 内張り ㎡ 13,500 材工

ｶﾞﾗｽ用ﾌｨﾙﾑ 低放射ﾌｨﾙﾑ               LE        JIS A 5759 内張り ㎡ 5,390 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚5  - か所 600 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚5  防錆剤塗布共 か所 800 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚10 防錆剤塗布共 か所 900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚20 - か所 1,050 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚20 防錆剤塗布共 か所 1,150 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚30 防錆剤塗布共 か所 1,550 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚50 - か所 1,900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚50 防錆剤塗布共 か所 2,050 材工
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名称 摘要 単位 単価 備考欄

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚5  - か所 1,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚5  防錆剤塗布共 か所 1,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚10 - か所 1,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚10 防錆剤塗布共 か所 1,550 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚20 - か所 1,800 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚20 防錆剤塗布共 か所 2,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚30 - か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚30 防錆剤塗布共 か所 2,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚50 - か所 3,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚50 防錆剤塗布共 か所 3,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚5  - か所 1,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚5  防錆剤塗布共 か所 1,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚10 - か所 1,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚10 防錆剤塗布共 か所 1,550 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚20 - か所 1,800 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚20 防錆剤塗布共 か所 2,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚30 - か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚30 防錆剤塗布共 か所 2,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚50 - か所 3,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚50 防錆剤塗布共 か所 3,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚5  - か所 1,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚5  防錆剤塗布共 か所 1,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚10 - か所 1,700 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚10 防錆剤塗布共 か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚20 - か所 2,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚20 防錆剤塗布共 か所 2,900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚30 - か所 2,750 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚30 防錆剤塗布共 か所 3,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚50 - か所 4,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚50 防錆剤塗布共 か所 4,700 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚5  - か所 1,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚5  防錆剤塗布共 か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚10 - か所 2,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚10 防錆剤塗布共 か所 2,450 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚20 - か所 3,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚20 防錆剤塗布共 か所 3,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚30 - か所 3,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚30 防錆剤塗布共 か所 4,000 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚50 - か所 5,550 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚50 防錆剤塗布共 か所 6,150 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚5  - か所 1,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚5  防錆剤塗布共 か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚10 - か所 2,200 材工
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名称 摘要 単位 単価 備考欄

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚10 防錆剤塗布共 か所 2,450 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚20 - か所 3,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚20 防錆剤塗布共 か所 3,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚30 - か所 3,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚30 防錆剤塗布共 か所 4,000 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚50 - か所 5,550 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚50 防錆剤塗布共 か所 6,150 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚5  - か所 1,850 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚5  防錆剤塗布共 か所 2,300 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚10 - か所 2,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚10 防錆剤塗布共 か所 2,800 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚20 - か所 3,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚20 防錆剤塗布共 か所 4,350 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚30 - か所 4,350 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚30 防錆剤塗布共 か所 4,800 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚50 - か所 6,550 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚50 防錆剤塗布共 か所 7,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚5  - か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚5  防錆剤塗布共 か所 2,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚10 - か所 2,750 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚10 防錆剤塗布共 か所 3,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚20 - か所 4,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚20 防錆剤塗布共 か所 4,950 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚30 - か所 5,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚30 防錆剤塗布共 か所 5,750 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚50 - か所 7,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚50 防錆剤塗布共 か所 8,000 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚5  - か所 2,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚5  防錆剤塗布共 か所 3,000 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚10 - か所 3,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚10 防錆剤塗布共 か所 3,750 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚20 - か所 5,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚20 防錆剤塗布共 か所 6,150 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚30 - か所 6,450 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚30 防錆剤塗布共 か所 7,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚50 - か所 8,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚50 防錆剤塗布共 か所 9,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚5  - か所 2,750 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚5  防錆剤塗布共 か所 3,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚10 - か所 3,650 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚10 防錆剤塗布共 か所 4,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚20 - か所 5,800 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚20 防錆剤塗布共 か所 6,750 材工
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欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚30 - か所 6,950 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚30 防錆剤塗布共 か所 8,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚50 - か所 8,900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚50 防錆剤塗布共 か所 10,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚5  - か所 2,900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚5  防錆剤塗布共 か所 3,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚10 - か所 4,000 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚10 防錆剤塗布共 か所 4,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚20 - か所 6,150 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚20 防錆剤塗布共 か所 7,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚30 - か所 7,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚30 防錆剤塗布共 か所 8,900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚50 - か所 9,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚50 防錆剤塗布共 か所 10,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚5  - か所 2,900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚5  防錆剤塗布共 か所 3,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚10 - か所 4,000 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚10 防錆剤塗布共 か所 4,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚20 - か所 6,150 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚20 防錆剤塗布共 か所 7,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚30 - か所 7,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚30 防錆剤塗布共 か所 8,900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚50 - か所 9,250 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚50 防錆剤塗布共 か所 10,400 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚5  - か所 4,200 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚5  防錆剤塗布共 か所 4,950 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚10 - か所 7,300 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚10 防錆剤塗布共 か所 8,000 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚20 - か所 10,700 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚20 防錆剤塗布共 か所 11,900 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚30 - か所 11,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚30 防錆剤塗布共 か所 13,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚50 - か所 14,700 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚50 防錆剤塗布共 か所 17,700 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚5  - か所 17,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚5  防錆剤塗布共 か所 19,600 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚10 - か所 25,600 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚10 防錆剤塗布共 か所 28,100 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚20 - か所 36,700 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚20 防錆剤塗布共 か所 41,600 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚30 - か所 46,500 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚30 防錆剤塗布共 か所 52,600 材工

欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚50 - か所 67,300 材工
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欠損部充てん工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚50 防錆剤塗布共 か所 79,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚5  - か所 500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚5  防錆剤塗布共 か所 550 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚10 防錆剤塗布共 か所 600 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚20 - か所 650 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚20 防錆剤塗布共 か所 850 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚30 防錆剤塗布共 か所 1,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚50 - か所 1,250 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×100    厚50 防錆剤塗布共 か所 1,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚5  - か所 800 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚5  防錆剤塗布共 か所 900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚10 - か所 850 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚10 防錆剤塗布共 か所 1,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚20 - か所 1,150 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚20 防錆剤塗布共 か所 1,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚30 - か所 1,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚30 防錆剤塗布共 か所 1,550 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚50 - か所 2,200 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×200    厚50 防錆剤塗布共 か所 2,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚5  - か所 800 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚5  防錆剤塗布共 か所 900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚10 - か所 850 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚10 防錆剤塗布共 か所 1,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚20 - か所 1,150 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚20 防錆剤塗布共 か所 1,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚30 - か所 1,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚30 防錆剤塗布共 か所 1,550 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚50 - か所 2,200 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×100    厚50 防錆剤塗布共 か所 2,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚5  - か所 1,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚5  防錆剤塗布共 か所 1,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚10 - か所 1,050 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚10 防錆剤塗布共 か所 1,250 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚20 - か所 1,650 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚20 防錆剤塗布共 か所 1,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚30 - か所 1,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚30 防錆剤塗布共 か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚50 - か所 3,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×300    厚50 防錆剤塗布共 か所 3,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚5  - か所 1,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚5  防錆剤塗布共 か所 1,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚10 - か所 1,250 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚10 防錆剤塗布共 か所 1,550 材工
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欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚20 - か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚20 防錆剤塗布共 か所 2,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚30 - か所 2,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚30 防錆剤塗布共 か所 2,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚50 - か所 3,650 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×400    厚50 防錆剤塗布共 か所 4,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚5  - か所 1,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚5  防錆剤塗布共 か所 1,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚10 - か所 1,250 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚10 防錆剤塗布共 か所 1,550 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚20 - か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚20 防錆剤塗布共 か所 2,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚30 - か所 2,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚30 防錆剤塗布共 か所 2,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚50 - か所 3,650 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×200    厚50 防錆剤塗布共 か所 4,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚5  - か所 1,200 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚5  防錆剤塗布共 か所 1,550 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚10 - か所 1,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚10 防錆剤塗布共 か所 1,700 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚20 - か所 2,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚20 防錆剤塗布共 か所 2,650 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚30 - か所 2,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚30 防錆剤塗布共 か所 3,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚50 - か所 4,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×500    厚50 防錆剤塗布共 か所 4,950 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚5  - か所 1,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚5  防錆剤塗布共 か所 1,650 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚10 - か所 1,700 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚10 防錆剤塗布共 か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚20 - か所 2,750 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚20 防錆剤塗布共 か所 3,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚30 - か所 3,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚30 防錆剤塗布共 か所 3,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚50 - か所 4,800 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×300    厚50 防錆剤塗布共 か所 5,450 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚5  - か所 1,650 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚5  防錆剤塗布共 か所 2,050 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚10 - か所 2,200 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚10 防錆剤塗布共 か所 2,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚20 - か所 3,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚20 防錆剤塗布共 か所 3,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚30 - か所 4,200 材工
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欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚30 防錆剤塗布共 か所 4,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚50 - か所 5,850 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×400    厚50 防錆剤塗布共 か所 6,450 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚5  - か所 1,850 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚5  防錆剤塗布共 か所 2,250 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚10 - か所 2,400 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚10 防錆剤塗布共 か所 2,750 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚20 - か所 3,750 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚20 防錆剤塗布共 か所 4,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚30 - か所 4,600 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚30 防錆剤塗布共 か所 4,950 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚50 - か所 6,050 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 300×300    厚50 防錆剤塗布共 か所 6,750 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚5  - か所 1,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚5  防錆剤塗布共 か所 2,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚10 - か所 2,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚10 防錆剤塗布共 か所 3,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚20 - か所 3,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚20 防錆剤塗布共 か所 4,700 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚30 - か所 4,950 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚30 防錆剤塗布共 か所 5,450 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚50 - か所 6,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 100×1000   厚50 防錆剤塗布共 か所 7,200 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚5  - か所 1,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚5  防錆剤塗布共 か所 2,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚10 - か所 2,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚10 防錆剤塗布共 か所 3,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚20 - か所 3,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚20 防錆剤塗布共 か所 4,700 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚30 - か所 4,950 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚30 防錆剤塗布共 か所 5,450 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚50 - か所 6,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×500    厚50 防錆剤塗布共 か所 7,200 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚5  - か所 2,750 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚5  防錆剤塗布共 か所 3,250 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚10 - か所 4,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚10 防錆剤塗布共 か所 5,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚20 - か所 6,750 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚20 防錆剤塗布共 か所 8,350 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚30 - か所 8,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚30 防錆剤塗布共 か所 9,250 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚50 - か所 9,600 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 200×1000   厚50 防錆剤塗布共 か所 11,500 材工
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欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚5  - か所 11,000 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚5  防錆剤塗布共 か所 11,500 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚10 - か所 17,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚10 防錆剤塗布共 か所 18,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚20 - か所 23,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚20 防錆剤塗布共 か所 26,900 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚30 - か所 30,600 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚30 防錆剤塗布共 か所 34,300 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚50 - か所 44,100 材工

欠損部充てん工法 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充てん 1000×1000  厚50 防錆剤塗布共 か所 52,600 材工

浮き部改修工法 部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 穴 320 材工

浮き部改修工法 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 穴 380 材工

浮き部改修工法 注入口付部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 穴 490 材工

浮き部改修工法 部分                     ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法 穴 320 材工

浮き部改修工法 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分          ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄｽﾗﾘｰ注入工法 穴 380 材工

樹脂注入工法注入状況確認 コア抜き取り 個 2,720 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 下向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 350 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 590 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 740 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 980 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 横向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 350 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 590 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 740 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 980 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 上向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 480 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 820 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 1,030 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 1,350 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 下向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 640 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 1,070 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 1,340 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 1,770 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 横向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 640 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 1,070 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 1,340 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 1,770 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 上向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 880 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 1,490 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 1,850 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 2,470 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 下向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 960 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 1,610 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 2,030 材工
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あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 2,650 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 横向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 950 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 1,610 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 2,030 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 2,640 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 上向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 1,300 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 2,210 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 2,780 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D16 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 3,670 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 下向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 1,290 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 2,170 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 2,660 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 3,540 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 横向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 1,290 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 2,170 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 2,660 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 3,540 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 上向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 1,730 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 2,900 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 3,600 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D19 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 4,760 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 下向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 2,070 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 3,500 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 4,310 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 5,730 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 横向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 2,070 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 3,500 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 4,310 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 5,730 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 上向き  接着長7da 配管等探査費別 か所 2,750 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 4,600 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 5,690 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D22 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 7,520 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 下向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 900 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 1,530 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 1,910 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 2,540 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 横向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 900 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 1,530 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 1,910 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 2,540 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 上向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 1,300 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 2,210 材工
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あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 2,760 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 3,670 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 下向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 1,560 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 2,640 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 3,420 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 4,540 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 横向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 1,560 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 2,640 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 3,420 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 4,540 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 上向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 2,320 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 3,950 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 4,920 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 6,550 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 下向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 2,310 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 3,940 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 4,920 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 6,610 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 横向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 2,310 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 3,940 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 4,920 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 6,710 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 上向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 3,350 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 5,770 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 7,200 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D16 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 9,570 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 下向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 2,930 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 4,920 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 6,180 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 8,200 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 横向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 2,930 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 4,920 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 6,180 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 8,200 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 上向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 4,210 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 7,120 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 8,860 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D19 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 11,600 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 下向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 4,610 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 下向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 7,730 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 下向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 9,610 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 下向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 12,700 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 横向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 4,610 材工
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あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 横向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 7,730 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 横向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 9,610 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 横向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 12,700 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 上向き  接着長7da  配管等探査費別 か所 6,340 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 上向き  接着長12da 配管等探査費別 か所 10,700 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 上向き  接着長15da 配管等探査費別 か所 13,300 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D22 上向き  接着長20da 配管等探査費別 か所 17,700 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｼｱｺﾈｸﾀｰ ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D10  横向き 配管等探査費別 か所 490 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｼｱｺﾈｸﾀｰ ﾊﾝﾏｰﾄﾞﾘﾙ 接着系 D13  横向き 配管等探査費別 か所 840 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｼｱｺﾈｸﾀｰ ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D10  横向き 配管等探査費別 か所 1,450 材工

あと施工ｱﾝｶｰ    (耐震改修用) ｼｱｺﾈｸﾀｰ ｺｱﾄﾞﾘﾙ   接着系 D13  横向き 配管等探査費別 か所 2,270 材工

鉄筋等探査費 W=200程度 ｍ 1,400 材工

鉄筋等探査費 W=200程度電磁波ﾚｰﾀﾞｰ法(3D表示対応型) ｍ 9,600 材工

ｹｲ酸系塗布防水  下地処理 打継部・亀裂部 ｍ 1,230 材工

ｹｲ酸系塗布防水  下地処理 Pｺﾝ部 か所 133 材工

撥水材吹付け ｺﾝｸﾘｰﾄ面 吹付け    浸透形吸水防止 ㎡ 2,080 材工

低汚染塗料塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 吹付け   水性      ﾌｯ素樹脂 ｸﾘﾔｰ ㎡ 2,440 材工

低汚染塗料塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 吹付け   水性      ﾌｯ素樹脂 ｶﾗｰｸﾘﾔｰ ㎡ 2,500 材工

低汚染塗料塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 吹付け   水性      ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ ｸﾘﾔｰ ㎡ 1,610 材工

低汚染塗料塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 吹付け   水性      ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ ｶﾗｰｸﾘﾔｰ ㎡ 1,670 材工

低汚染塗料塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾛｰﾗｰ塗り 水性      ﾌｯ素樹脂 ｸﾘﾔｰ ㎡ 2,640 材工

低汚染塗料塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ﾛｰﾗｰ塗り 水性      ﾌｯ素樹脂 ｶﾗｰｸﾘﾔｰ ㎡ 2,700 材工

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ 縦引き用 径125 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 か所 23,300 材工

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ 横引き用 径100 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 か所 26,700 材工

改修用二重ﾄﾞﾚﾝ 横引き用 径125 ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共 か所 31,100 材工

既存塗膜等の除去 塗膜はく離剤工法  (薄付け仕上塗材) ㎡ 3,510 材工

既存塗膜等の除去 塗膜はく離剤工法  (厚付け仕上塗材) ㎡ 5,320 材工

既存塗膜等の除去 塗膜はく離剤工法  (複層仕上塗材) ㎡ 4,070 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り 0.8FK ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料      厚4.0 不燃 多湿部              目地ｼｰﾘﾝｸﾞ工法 ㎡ 6,020 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り 0.8FK ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料      厚5.0 不燃 多湿部              目地ｼｰﾘﾝｸﾞ工法 ㎡ 6,310 材工

壁　化粧けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 0.8FK ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料 厚6.0 不燃 一般部 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ工法 ㎡ 5,390 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り 0.8FK ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料      厚6.0 不燃 多湿部              目地ｼｰﾘﾝｸﾞ工法 ㎡ 6,540 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り 0.8FK ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料      厚6.0 不燃 一般部　　　　　　アルミジョイナー工法 ㎡ 6,070 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り 0.8FK ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料      厚6.0 不燃 多湿部　　　　　　アルミジョイナー工法 ㎡ 7,430 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り 1.0FK ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料  厚6.0 不燃 多湿部              目地ｼｰﾘﾝｸﾞ工法 ㎡ 7,080 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り     見切縁 出隅 ｍ 900 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り     見切縁 入隅 ｍ 620 材工

壁 化粧けい酸   ｶﾙｼｳﾑ板張り     見切縁 下端 ｍ 620 材工

ｱﾙﾐ板 t=2　指定寸法（材のみ）BB-1 運搬共 ㎡ 6,420 材工

ｱﾙﾐ板 t=3　指定寸法（材のみ）BB-1 運搬共 ㎡ 9,630 材工

ｱﾙﾐ板開口加工 300□又は300φ以下 か所 1,320 材工

ｱﾙﾐ板開口加工 450□以下 か所 1,320 材工

舗装版ｶｯﾀｰ切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ  厚さ10㎝長さ200m ｍ 270 材工
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ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし 機械 集積・積込み共（一般） ｍ3 7,000 材工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし 機械 集積・積込み共（一般） ｍ3 4,750 材工

舗装路盤材とりこわし 機械 集積・積込み共（一般） ｍ3 3,000 材工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし 機械 集積・積込み共（小規模） ｍ3 8,400 材工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし 機械 集積・積込み共（小規模） ｍ3 5,700 材工

舗装路盤材とりこわし 機械 集積・積込み共（小規模） ｍ3 4,500 材工

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装とりこわし（構内歩道） 機械 集積・積込み共（小規模） ｍ3 10,900 材工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし（構内歩道） 機械 集積・積込み共（小規模） ｍ3 7,410 材工

舗装路盤材とりこわし（構内歩道） 機械 集積・積込み共（小規模） ｍ3 6,000 材工

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去（耐震改修） 人力 ﾁｯﾊﾟ-程度 集積共 ｍ3 100,000 材工

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去（耐震改修） ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ　集積共 ｍ3 68,000 材工

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去（耐震改修） 小型油圧ｸﾗｯｼｬｰ程度 集積共 低騒音・低振動　幅150程度 ｍ3 95,000 材工

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去（耐震改修） 小型油圧ｸﾗｯｼｬｰ程度 集積共 低騒音・低振動　幅300程度 ｍ3 120,000 材工

耐火間仕切壁(1時間耐火)
両面 GB-F 厚15.0 下張GB-F 厚15.0 軽量鉄骨壁下地 65形 @450 継目処理
別途

㎡ 7,110 材工

耐火間仕切壁(1時間耐火)
両面 GB-F 厚21.0 下張GB-F 厚21.0 軽量鉄骨壁下地 65形 @450 継目処理
別途

㎡ 8,270 材工

耐火間仕切壁(1時間耐火)
片面 GB-F 厚21.0 下張GB-F 厚21.0 軽量鉄骨壁下地 65形 @450 継目処理
共

㎡ 5,450 材工

耐火ｼｰﾙ 10×10程度 耐火間仕切壁四周処理用 ｍ 520 材工

化学物質の濃度測定 測定バッジF、V か所 10,200 材工

PCB含有分析費 1次分析 式 3,500 材工

PCB含有分析費 加算額　1次分析 式 1,500 材工

PCB含有分析 2次分析 検体 20,000 材工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床 平滑仕上げ      一般 ㎡ 930 材工

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗り床 平滑仕上げ     小規模 ㎡ 1,210 材工

高性能真空掃除機 HEPAフィルター付　基本料 台 36,000 材工

高性能真空掃除機 HEPAフィルター付　供用1日賃料　90日以内 台・日 1,980 材工

エレベータかご内仮設養生 1800×2600×H3000　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｼｰﾄﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ止め　床・壁・天井 か所 50,000 材工

石綿含有成形板除去作業飛散防止費費用 小運搬・集積 ｍ3 67,000 材工

石綿含有成形板除去材積込み手間 プラスチック袋姿 ｍ3 9,500 材工

とりこわし発生材運搬
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板除去材飛散防止措置共　DID区間有り
60km程度

台 60,000 材工

石綿含有成形板除去後後片付け清掃 高性能真空掃除機にて清掃 ㎡ 3,000 材工

ﾀｲﾙ工 人 23,700

建具工 人 24,400

建築ﾌﾞﾛｯｸ工 人 24,500

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  1 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  2 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  3 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  4 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  5 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  6 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  7 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  8 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数  9 式 10,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 10 式 10,000
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絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 11 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 12 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 13 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 14 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 15 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 16 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 17 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 18 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 19 式 9,000

絶縁油PCB含有   調査            (ｾﾝﾄﾞﾊﾞｯｸ方式) 絶縁油PCB含有調査  試料供体数 20 式 9,000

接地端子箱 TB-BT 3 面 50,500

接地端子箱 TB-BT 4 面 60,400

接地端子箱 TB-BT 5 面 76,500

接地端子箱 TB-BT 6 面 95,400

接地端子箱 TB-BT Y1A 面 44,100

接地端子箱 TB-BT Y2A 面 51,800

接地端子箱 TB-BT Y3A 面 60,100

接地端子箱 TB-BT Y4A 面 74,400

接地端子箱 TB-BT Y5A 面 90,000

耐震管路材料 Fs　50 本 6,880

耐震管路材料 Fs　80 本 9,940

耐震管路材料 Fs　100 本 10,900

耐震管路材料 FM　50 本 51,700

耐震管路材料 FM　80 本 66,400

耐震管路材料 FM　100 本 83,800

耐震管路材料 FL　50 本 52,300

耐震管路材料 FL　80 本 66,800

耐震管路材料 FL　100 本 102,000

耐震管路材料 PS　50 本 64,200

耐震管路材料 PS　80 本 77,500

耐震管路材料 PS　100 本 85,700

耐震管路材料 PM　50 本 88,200

耐震管路材料 PM　80 本 136,000

耐震管路材料 PM　100 本 159,000

耐震管路材料 PL　50 本 88,200

耐震管路材料 PL　80 本 136,000

耐震管路材料 PL　100 本 159,000

防水鋳鉄管 50 600㎜ 片R 本 9,900

防水鋳鉄管 50 600㎜ 片R 水切りつば付き 本 13,600

防水鋳鉄管 50 900㎜ 片R 本 14,800

防水鋳鉄管 50 900㎜ 片R 水切りつば付き 本 18,600

管路口防水装置 防水鋳鉄管用  50 個 9,350

空管路防水栓 防水鋳鉄管用  50 個 1,820
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金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 100×   50 直 線 m，個 6,820

金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 100×  100 直 線 m，個 7,700

金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 150×   50 直 線 m，個 8,130

金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 150×  100 直 線 m，個 9,390

金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 700×  200 直 線 m，個 43,900

金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 700×  250 直 線 m，個 45,200

金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 700×  300 直 線 m，個 47,300

金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 700×  350 直 線 m，個 49,200

金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 700×  400 直 線 m，個 51,100

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L150　H70　W110 個 1,650

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L300　H70　W110 個 2,590

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L150　H100　W110 個 1,720

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L300　H100　W110 個 2,730

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L150　H130　W110 個 1,800

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L300　H130　W110 個 2,840

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L450　H70　W110 個 3,740

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L600　H70　W110 個 4,710

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L450　H100　W110 個 3,960

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L600　H100　W110 個 4,960

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L450　H130　W110 個 4,100

露出配管用ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) 溶融亜鉛ﾒｯｷ製ﾁｬﾝﾈﾙ　L600　H130　W110 個 5,180

架台用基礎ﾌﾞﾛｯｸ　(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付) L110　H110　W130 個 1,980

EM-CET-Sｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 m 1,160

EM-CET-Sｹｰﾌﾞﾙ 22mm2 m 1,580

EM-CET-Sｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 m 2,450

EM-CET-Sｹｰﾌﾞﾙ 60mm2 m 3,580

EM-CET-Sｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 m 5,810

EM-CET-Sｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 m 8,540

EM-CET-Sｹｰﾌﾞﾙ 200mm2 m 11,100

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM1       - 1C m 412

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM1       - 2C m 465

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM1       - 4C m 570

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM1       - 6C m 676

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM1       - 8C m 781

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM1       -10C m 887

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM1       -12C m 992

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM2       - 1C m 397

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM2       - 2C m 435

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM2       - 4C m 510

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM2       - 6C m 585

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM2       - 8C m 661

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM2       -10C m 736

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM2       -12C m 812
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光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM3       - 1C m 432

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM3       - 2C m 504

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM3       - 4C m 649

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM3       - 6C m 794

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM3       - 8C m 939

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM3       -10C m 1,080

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM3       -12C m 1,220

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM4       - 1C m 440

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM4       - 2C m 522

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM4       - 4C m 684

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM4       - 6C m 846

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM4       - 8C m 1,000

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM4       -10C m 1,170

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OM4       -12C m 1,330

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS1       - 1C m 385

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS1       - 2C m 411

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS1       - 4C m 464

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS1       - 6C m 516

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS1       - 8C m 568

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS1       -10C m 620

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS1       -12C m 672

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS2       - 1C m 385

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS2       - 2C m 411

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS2       - 4C m 464

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS2       - 6C m 516

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS2       - 8C m 568

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS2       -10C m 620

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ EM-OP-OS2       -12C m 672

端末処理（一般） 6kV-EM-FPT38mm 箇所 13,800

端末処理（一般） 6kV-EM-FPT60mm 箇所 13,800

端末処理（一般） 6kV-EM-FPT100mm 箇所 16,500

端末処理（一般） 6kV-EM-FPT150mm 箇所 17,900

端末処理（一般） 6kV-EM-FPT200mm 箇所 20,700

端末処理（一般） 6kV-EM-FPT250mm 箇所 20,700

端末処理　6kV　NH-FPT NH-FPT38mm2 箇所 13,900

端末処理　6kV　NH-FPT NH-FPT60mm2 箇所 14,700

端末処理　6kV　NH-FPT NH-FPT100mm2 箇所 18,000

端末処理　6kV　NH-FPT NH-FPT150mm2 箇所 18,000

端末処理　6kV　NH-FPT NH-FPT200mm2 箇所 20,700

端末処理　6kV　NH-FPT NH-FPT250mm2 箇所 23,900

ｼｰｽｸﾞﾘｯﾌﾟ 6kV EM-CET 38mm2 か所  9,200

ｼｰｽｸﾞﾘｯﾌﾟ 6kV EM-CET 100mm2 か所  9,360

6kV　EM-FPT-C EM-FPT-C38mm2 m 6,453

30



営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

6kV　EM-FPT-C EM-FPT-C60mm2 m 8,000

6kV　EM-FPT-C EM-FPT-C100mm2 m 11,057

6kV　EM-FPT-C EM-FPT-C150mm2 m 14,628

6kV　EM-FPT-C EM-FPT-C200mm2 m 19,128

6kV　EM-FPT-C EM-FPT-C250mm2 m 22,327

6kV　NH-FPT-C NH-FPT-C38mm2 m 8,642

6kV　NH-FPT-C NH-FPT-C60mm2 m 11,427

6kV　NH-FPT-C NH-FPT-C100mm2 m 16,279

6kV　NH-FPT-C NH-FPT-C150mm2 m 20,546

6kV　NH-FPT-C NH-FPT-C200mm2 m 25,565

6kV　NH-FPT-C NH-FPT-C250mm2 m 30,778

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm2-4C m 142

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   2C m 148

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   3C m 181

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   4C m 230

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   5C m 280

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   6C m 310

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-   5P m 371

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  10P m 562

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  15P m 810

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  20P m 964

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  30P m 1,392

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜-  50P m 2,566

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 100P m 4,880

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   2C m 175

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   3C m 222

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   4C m 270

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5C m 350

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   6C m 400

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-   5P m 494

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  10P m 837

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  15P m 1,118

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  20P m 1,394

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  30P m 1,964

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜-  50P m 3,174

EM-HP-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 100P m 6,270

EM-ｽﾋﾟｰｶ用 EM-4S6 m 102

EM-ｽﾋﾟｰｶ用 EM-4S8 m 190

EM-ﾏｲｸﾛﾎﾝ用 EM-4E5 m 149

EM-ﾏｲｸﾛﾎﾝ用 EM-4E6 m 197

ｽｲｯﾁ RAS 個 5,580

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ DS          1　-NT(子機) 個 5,220

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ DS       1 -N(照明・換気扇連動形) 個 7,500
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ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ DS       1 -N(子機) 個 5,220

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ DS          1　-N（換気扇専用形) 個 5,460

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ DS       2 -N(子機) 個 5,670

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ 操作ｽｲｯﾁ 15A(連続･自動･切)　　　　（ＲＡ×１） 個 1,740

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ 操作ｽｲｯﾁ 15A(連続･自動･切)×2　　（ＲＡ×２） 個 3,240

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ ｱﾄﾞﾚｽ設定器 個 22,500

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ 照度設定用ﾘﾓｺﾝ 個 15,000

ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾗ ﾊﾟﾀｰﾝ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ設定器 個 41,700

点検用ﾘﾓｺﾝ 個 5,400

誘導灯 SH1-FRF 20 PF  -BL60 個 85,000

誘導灯 SH1-FRF 20 PF  -BH60 個 114,000

誘導灯 SH1-FRF 21 PF  -BL60 個 100,000

誘導灯 SH1-FRF 21 PF  -BH60 個 122,000

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (誘導灯用)                      天井直付形 40形 個 7,050

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (誘導灯用)                      天井直付形 20形 個 2,800

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (誘導灯用)                      天井直付形 10形 個 1,220

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (誘導灯用)                      壁直付形   40形 個 7,050

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (誘導灯用)                      壁直付形   20形 個 2,980

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (誘導灯用)                      壁直付形   10形 個 2,590

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (誘導灯用)                      壁埋込形   20形 個 7,920

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用)                  既設開口 100φ 個 1,450

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用)                  既設開口 125φ 個 1,450

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用)                  既設開口 150φ 個 1,450

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用)                  既設開口 175φ 個 1,600

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用)                  既設開口 200φ 個 1,600

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ　　 (LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ用)                  既設開口 250φ 個 1,750

ガード LED用露出201形用(SPC) 個 2,650

ガード LED用露出202形用(SPC) 個 2,880

ガード LED用露出401形用(SPC) 個 3,550

ガード LED用露出402形用(SPC) 個 3,820

ガード LED用露出201形用(SUS) 個 7,420

ガード LED用露出202形用(SUS) 個 7,960

ガード LED用露出401形用(SUS) 個 10,200

ガード LED用露出402形用(SUS) 個 11,200

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×1 E付   6極4心×1 個 4,690

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×1 E付   8極8心(CAT６)×1 個 5,570

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×1 E付   8極8心(CAT６)×2 個 10,700

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×1 E付　直列ﾕﾆｯﾄ(中間)×1　2602MHz 個 9,970

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×1 E付　直列ﾕﾆｯﾄ(端末)×1　2602MHz 個 9,900

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×2 E付 個 4,420

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×2 E付   6極4心×2 個 7,750

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×2 E付   8極8心(CAT６)×1 個 9,930

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×2 E付   8極8心(CAT６)×2 個 10,900
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二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×2 E付　直列ﾕﾆｯﾄ(中間)×1　2602MHz 個 10,200

二重床用複合ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A×2 E付　直列ﾕﾆｯﾄ(端末)×1　2602MHz 個 10,100

電線管用複合　　ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A × 2 E付  LK 個 8,900

電線管用複合　　ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A × 2 E付　LK　6極4心 × 2 個 12,000

電線管用複合　　ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A × 2 E付  LK　8極8心(CAT6) × 1 個 13,000

電線管用複合　　ｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A × 2 E付  LK　8極8心(CAT6) × 2 個 14,200

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2（125V）　E付　ET付 個 300

ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 E、ET付(F用) 個 340

ﾊｲﾃﾝｼｮﾝ                                         外部固定式(水平高低調整形)  2P15A×2 一般形         個 1,980

ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 2P15A､E付×2 上下動式 個 7,200

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ ｽｲｯﾁ　2P15A×1 個 430

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾚｰﾄ 樹脂　2個用 個 140

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾚｰﾄ 樹脂　3個用 個 280

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾚｰﾄ 金属　1個用 個 210

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾚｰﾄ 金属　2個用 個 420

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ ﾌﾟﾚｰﾄ 金属　3個用 個 840

ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用取付台 個 270

ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄ用保護ｶﾊﾞｰ 個 540

電子式　電力量計 （未検定）　単相2線　100V　30A 個 19,300

電子式　電力量計 （未検定）　単相2線　100V　120A 個 20,900

電子式　電力量計 （未検定）　単相2線　200V　30A 個 19,300

電子式　電力量計 （未検定）　単相2線　200V　120A 個 20,900

電子式　電力量計 （未検定）　単相3線　100V　30A 個 22,600

電子式　電力量計 （未検定）　単相3線　100V　120A 個 24,500

電子式　電力量計 （未検定）　三相3線　200V　30A 個 22,600

電子式　電力量計 （未検定）　三相3線　200V　120A 個 24,500

電子式　電力量計 （検定）　単相2線　100V　30A 個 20,800

電子式　電力量計 （検定）　単相2線　100V　120A 個 23,200

電子式　電力量計 （検定）　単相2線　200V　30A 個 20,800

電子式　電力量計 （検定）　単相2線　200V　120A 個 23,200

電子式　電力量計 （検定）　単相3線　100V　30A 個 24,400

電子式　電力量計 （検定）　単相3線　100V　120A 個 26,900

電子式　電力量計 （検定）　三相3線　200V　30A 個 24,400

電子式　電力量計 （検定）　三相3線　200V　120A 個 27,100

機械式　電力量計 （未検定）　単相2線　100V　30A 個 3,280

機械式　電力量計 （未検定）　単相2線　100V　120A 個 6,190

機械式　電力量計 （未検定）　単相2線　200V　30A 個 3,400

機械式　電力量計 （未検定）　単相2線　200V　120A 個 6,310

機械式　電力量計 （未検定）　単相3線　100V　30A 個 7,260

機械式　電力量計 （未検定）　単相3線　100V　120A 個 12,800

機械式　電力量計 （未検定）　三相3線　200V　30A 個 7,260

機械式　電力量計 （未検定）　三相3線　200V　120A 個 12,800

機械式　電力量計 （検定）　単相2線　200V　120A 個 8,010
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機械式　電力量計 （検定）　単相2線　200V　30A 個 4,460

機械式　電力量計 （検定）　単相3線　100V　120A 個 16,000

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB2P30A×1 個 1,340

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB2P60A×1 個 2,650

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB2P(1Pｻｲｽﾞ)30A1E×1 個 1,710

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB2P(1Pｻｲｽﾞ)30A2E×1 個 2,280

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB3P(単相)30A×1 個 3,430

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB3P(単相)60A×1 個 4,310

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB3P(単相)100A×1 個 8,630

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB3P(単相)225A×1 個 17,900

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB3P(三相)30A×1 個 1,920

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB3P(三相)60A×1 個 3,120

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB3P(三相)100A×1 個 7,070

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 MCCB3P(三相)225A×1 個 16,600

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB2P30A×1 個 4,420

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB2P60A×1 個 5,920

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB2P(1Pｻｲｽﾞ)30A1E×1 個 5,140

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB2P(1Pｻｲｽﾞ)30A2E×1 個 5,720

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB3P(単相)30A×1 個 5,610

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB3P(単相)60A×1 個 6,760

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB3P(単相)100A×1 個 12,100

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB3P(単相)225A×1 個 21,400

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB3P(三相)30A×1 個 4,680

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB3P(三相)60A×1 個 6,130

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB3P(三相)100A×1 個 11,000

配線用遮断器(ＡＬ無)　分電盤用 ELCB3P(三相)225A×1 個 20,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P          30AF× 1個 個 54,700

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P          30AF× 2個 個 98,500

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P          30AF× 3個 個 149,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P          50AF× 1個 個 58,400

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P          50AF× 2個 個 105,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P          50AF× 3個 個 160,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P         100AF× 1個 個 80,300

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P         100AF× 2個 個 146,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P         100AF× 3個 個 219,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P         225AF× 1個 個 116,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P         225AF× 2個 個 211,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB2P         225AF× 3個 個 315,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P          30AF× 1個 個 62,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P          30AF× 2個 個 113,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P          30AF× 3個 個 167,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P          50AF× 1個 個 65,700

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P          50AF× 2個 個 120,000
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開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P          50AF× 3個 個 178,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P         100AF× 1個 個 105,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P         100AF× 2個 個 193,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P         100AF× 3個 個 279,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P         225AF× 1個 個 149,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P         225AF× 2個 個 270,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 MCCB3P         225AF× 3個 個 403,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P          30AF× 1個 個 69,300

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P          30AF× 2個 個 127,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P          30AF× 3個 個 189,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P          50AF× 1個 個 73,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P          50AF× 2個 個 131,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P          50AF× 3個 個 197,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P         100AF× 1個 個 154,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P         100AF× 2個 個 284,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P         100AF× 3個 個 432,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P         225AF× 1個 個 208,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P         225AF× 2個 個 378,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB2P         225AF× 3個 個 576,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P          30AF× 1個 個 76,600

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P          30AF× 2個 個 138,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P          30AF× 3個 個 208,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P          50AF× 1個 個 87,600

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P          50AF× 2個 個 160,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P          50AF× 3個 個 237,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P         100AF× 1個 個 160,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P         100AF× 2個 個 292,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P         100AF× 3個 個 439,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P         225AF× 1個 個 214,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P         225AF× 2個 個 388,000

開閉器箱        (屋外形)        HDZ35 ELCB3P         225AF× 3個 個 596,000

電極切替盤 屋内(5P用) 面 16,800

電極切替盤 屋外(5P用) 面 18,900

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 MCCB2P30A×1 個 1,850

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 MCCB2P60A×1 個 3,160

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 MCCB3P(三相)30A×1 個 2,430

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 MCCB3P(三相)60A×1 個 3,630

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 MCCB3P(三相)100A×1 個 7,580

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 MCCB3P(三相)225A×1 個 17,700

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 ELCB2P30A×1 個 4,930

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 ELCB2P60A×1 個 6,440

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 ELCB3P(三相)30A×1 個 5,190

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 ELCB3P(三相)60A×1 個 6,650
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配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 ELCB3P(三相)100A×1 個 11,500

配線用遮断器(ＡＬ有)　制御盤用 ELCB3P(三相)225A×1 個 21,100

動力用遠方押釦 200V （ON,OFF,PL) 埋込形 個 1,620

動力用遠方押釦 200V （ON,OFF,PL) 露出形 個 1,620

警報盤 露出型　５回線 個 37,600

警報盤 露出型　１０回線 個 46,800

警報盤 露出型　１５回線 個 59,200

警報盤 露出型　２０回線 個 69,900

警報盤 露出型　２５回線 個 79,200

警報盤 埋込型　５回線 個 38,800

警報盤 埋込型　１０回線 個 48,100

警報盤 埋込型　１５回線 個 60,600

警報盤 埋込型　２０回線 個 70,800

警報盤 埋込型　２５回線 個 80,500

警報盤オプション 停電補償蓄電池 個 4,320

端子盤 G&T(B)        10P 箱のみ 面 25,900

端子盤 G&T(B)        20P 箱のみ 面 29,100

端子盤 G&T(B)        30P 箱のみ 面 34,900

端子盤 G&T(B)        40P 箱のみ 面 36,500

端子盤 G&T(B)        50P 箱のみ 面 45,200

端子盤 G&T(B)        60P 箱のみ 面 48,700

端子盤 G&T(B)        80P 箱のみ 面 58,500

端子盤 G&T(B)       100P 箱のみ 面 70,100

端子盤 G&T(B)       120P 箱のみ 面 76,500

端子盤 G&T(B)       150P 箱のみ 面 88,700

端子盤 G&T(B)       200P 箱のみ 面 113,000

端子盤 G&T(B)       250P 箱のみ 面 130,000

端子盤 G&T(B)       300P 箱のみ 面 165,000

端子盤 G&T(D)-  10P 箱のみ 面 25,900

端子盤 G&T(D)-  20P 箱のみ 面 29,100

端子盤 G&T(D)-  30P 箱のみ 面 34,900

端子盤 G&T(D)-  40P 箱のみ 面 36,500

端子盤 G&T(D)-  50P 箱のみ 面 45,200

端子盤 G&T(D)-  60P 箱のみ 面 48,700

端子盤 G&T(D)-  80P 箱のみ 面 58,500

端子盤 G&T(D)- 100P 箱のみ 面 70,100

端子盤 G&T(D)- 120P 箱のみ 面 76,500

端子盤 G&T(D)- 150P 箱のみ 面 88,700

端子盤 G&T(D)- 200P 箱のみ 面 113,000

端子盤 G&T(D)- 250P 箱のみ 面 130,000

端子盤 G&T(D)- 300P 箱のみ 面 165,000

端子盤 G&T( E1, E2 )-  10P 箱のみ 面 25,900

端子盤 G&T( E1, E2 )-  20P 箱のみ 面 29,100
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端子盤 G&T( E1, E2 )-  30P 箱のみ 面 34,900

端子盤 G&T( E1, E2 )-  40P 箱のみ 面 36,500

端子盤 G&T( E1, E2 )-  50P 箱のみ 面 45,200

端子盤 G&T( E1, E2 )-  60P 箱のみ 面 48,700

端子盤 G&T( E1, E2 )-  80P 箱のみ 面 58,500

端子盤 G&T( E1, E2 )- 100P 箱のみ 面 70,100

端子盤 G&T( E1, E2 )- 120P 箱のみ 面 76,500

端子盤 G&T( E1, E2 )- 150P 箱のみ 面 88,700

端子盤 G&T( E1, E2 )- 200P 箱のみ 面 113,000

端子盤 G&T( E1, E2 )- 250P 箱のみ 面 130,000

端子盤 G&T( E1, E2 )- 300P 箱のみ 面 165,000

端子盤 G&T(F)-  10P 箱のみ 面 25,900

端子盤 G&T(F)-  20P 箱のみ 面 29,100

端子盤 G&T(F)-  30P 箱のみ 面 34,900

端子盤 G&T(F)-  40P 箱のみ 面 36,500

端子盤 G&T(F)-  50P 箱のみ 面 45,200

端子盤 G&T(F)-  60P 箱のみ 面 48,700

端子盤 G&T(F)-  80P 箱のみ 面 58,500

端子盤 G&T(F)- 100P 箱のみ 面 70,100

端子盤 G&T(F)- 120P 箱のみ 面 76,500

端子盤 G&T(F)- 150P 箱のみ 面 88,700

端子盤 G&T(F)- 200P 箱のみ 面 113,000

端子盤 G&T(F)- 250P 箱のみ 面 130,000

端子盤 G&T(F)- 300P 箱のみ 面 165,000

端子盤 G&T(G1・G2・I) 1列 50P 箱のみ 面 45,200

端子盤 G&T(G1・G2・I) 1列 100P 箱のみ 面 70,100

端子盤 G&T(G1・G2・I) 1列 150P 箱のみ 面 88,700

端子盤 G&T(G1・G2・I) 1列 200P 箱のみ 面 113,000

端子盤 G&T(G1・G2・I) 1列 250P 箱のみ 面 130,000

端子盤 G&T(G1・G2・I) 1列 300P 箱のみ 面 165,000

端子盤 G&T(G1・G2・I) 2列 50P 箱のみ 面 45,200

端子盤 G&T(G1・G2・I) 2列 100P 箱のみ 面 70,100

端子盤 G&T(G1・G2・I) 2列 150P 箱のみ 面 88,700

端子盤 G&T(G1・G2・I) 2列 200P 箱のみ 面 113,000

端子盤 G&T(G1・G2・I) 2列 250P 箱のみ 面 130,000

端子盤 G&T(G1・G2・I) 2列 300P 箱のみ 面 165,000

SPD端子盤 G&T(B)      10P 箱のみ   面    38,700

SPD端子盤                                          G&T(B)      20P 箱のみ   面    39,500

SPD端子盤                                          G&T(B)      30P 箱のみ   面    43,800

SPD端子盤                                          G&T(B)      40P 箱のみ   面    45,500

SPD端子盤                                          G&T(B)      50P 箱のみ   面    67,000

SPD端子盤                                          G&T(B)      60P 箱のみ   面    67,900

SPD端子盤                                          G&T(B)      80P 箱のみ   面    88,500
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SPD端子盤                                          G&T(B)     100P 箱のみ   面    111,000

SPD端子盤                                          G&T(B)     120P 箱のみ   面    118,000

SPD端子盤                                          G&T(B)     150P 箱のみ   面    146,000

SPD端子盤                                          G&T(B)     200P 箱のみ   面    181,000

SPD端子盤                                          G&T(B)     250P 箱のみ   面    217,000

SPD端子盤                                          G&T(B)     300P 箱のみ   面    276,000

SPD端子盤                                          G&T(B)     400P 箱のみ   面    362,000

SPD端子盤                                          G&T(B)     500P 箱のみ   面    435,000

SPD端子盤 G&T(E1,E2)  10P 箱のみ   面    38,700

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2)  20P 箱のみ   面    39,500

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2)  30P 箱のみ   面    43,800

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2)  40P 箱のみ   面    45,500

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2)  50P 箱のみ   面    67,000

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2)  60P 箱のみ   面    67,900

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2)  80P 箱のみ   面    88,500

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2) 100P 箱のみ   面    111,000

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2) 120P 箱のみ   面    118,000

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2) 150P 箱のみ   面    146,000

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2) 200P 箱のみ   面    181,000

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2) 250P 箱のみ   面    217,000

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2) 300P 箱のみ   面    276,000

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2) 400P 箱のみ   面    362,000

SPD端子盤                                          G&T(E1,E2) 500P 箱のみ   面    435,000

SPD端子盤                                          G&T(D)      10P 箱のみ   面    41,400

SPD端子盤                                          G&T(D)      20P 箱のみ   面    42,300

SPD端子盤                                          G&T(D)      30P 箱のみ   面    46,900

SPD端子盤                                          G&T(D)      40P 箱のみ   面    48,700

SPD端子盤                                          G&T(D)      50P 箱のみ   面    71,700

SPD端子盤                                          G&T(D)      60P 箱のみ   面    72,600

SPD端子盤                                          G&T(D)      80P 箱のみ   面    94,700

SPD端子盤                                          G&T(D)     100P 箱のみ   面    119,000

SPD端子盤                                          G&T(D)     120P 箱のみ   面    126,000

SPD端子盤                                          G&T(D)     150P 箱のみ   面    156,000

SPD端子盤                                          G&T(D)     200P 箱のみ   面    194,000

SPD端子盤                                          G&T(D)     250P 箱のみ   面    232,000

SPD端子盤                                          G&T(D)     300P 箱のみ   面    295,000

SPD端子盤                                          G&T(D)     400P 箱のみ   面    388,000

SPD端子盤                                          G&T(D)     500P 箱のみ   面    465,000

端子板 B 形  10P 個 970

端子板 D 形  10P 個 1,400

端子板 F 形  10P 個 1,440

端子板 E1    10P 個 560

端子板 E2    10P 個 700
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端子板                                          G1形  25P   端子ﾏｳﾝﾄ共 個 1,000

端子板                                          G2形  25P   端子ﾏｳﾝﾄ共 個 5,810

端子板                                          I 形  10P   個 1,250

通信用SPD(カテゴリC) LAN用（PoE非対応) 個 11,400

通信用SPD(カテゴリC) LAN用（PoE対応) 個 11,400

通信用SPD(カテゴリC) TEL用(通常回線) 個 7,050

通信用SPD(カテゴリC) TEL用(ISDN・ADSL) 個 7,050

通信用SPD(カテゴリC) スピーカ用 個 7,050

通信用SPD(カテゴリC) TV用 個 18,400

通信用SPD(カテゴリC) ITV用(電源重畳無し) 個 21,600

通信用SPD(カテゴリC) ITV用(電源重畳有り) 個 21,600

通信用SPD(カテゴリC) 火報用 個 10,200

通信用SPD(カテゴリC) 差込形　I形端子用 個 3,040

通信ｱｳﾄﾚｯﾄ 二重床用ｱｳﾄﾚｯﾄ　　8極8心(CAT6)×1 個 4,480

通信ｱｳﾄﾚｯﾄ 二重床用ｱｳﾄﾚｯﾄ　　8極8心(CAT6)×2 個 6,430

通信ｱｳﾄﾚｯﾄ 電線管用ｱｳﾄﾚｯﾄ　6極4心×1 個 5,100

通信ｱｳﾄﾚｯﾄ 電線管用ｱｳﾄﾚｯﾄ　8極8心(cat6)×1 個 8,970

ｺﾈｸﾀ SCｺﾈｸﾀ ×2 個 2,860

ｺﾈｸﾀ ﾓｼﾞｭﾗｺﾈｸﾀ 6極4心 個 11

ｺﾈｸﾀ ﾓｼﾞｭﾗ-ｺﾈｸﾀ　8極8心（cat6） 個 500

電話機 電話機 a (RD) 台 8,050

電話機 電話機 b (RD,OF,短縮8) 台 13,100

電話機 電話機 c (DP,RD,OF,短縮20) 台 20,800

電話機 電話機 d (DP,RD,OF,B12) 台 27,700

電話機 電話機 e (DP,RD,OF,B24) 台 31,500

電話機 電話機 f (DP,RD,OF,B24,停補) 台 35,400

電話機 電話機 i (DP,RD,OF,B24,停補,INS) 台 44,600

電話機 電話機 p (構内PHS) 台 24,500

電話機 壁掛金物 台 790

電話機 PHS基地局(屋内形) 台 47,600

ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 6極4心×2　露出型 個 1,090

ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 8極8心(cat6)×1 露出型 個 940

ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 8極8心(cat6)×1 埋込型 個 1,260

ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 8極8心(cat6)×2 露出型 個 1,620

ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 8極8心(cat6)×4 露出型 個 2,990

ﾓｼﾞｭﾗｼﾞｬｯｸ 8極8心(cat6)×6 露出型 個 4,350

集合保安器箱 G(T)H  5P 箱のみ 個 6,400

集合保安器箱 G(T)H 10P 箱のみ 個 8,910

集合保安器箱 G(T)H 20P 箱のみ 個 14,800

集合保安器箱 G(T)H 30P 箱のみ 個 16,800

集合保安器箱 G(T)H 40P 箱のみ 個 19,800

集合保安器箱 G(T)H 50P 箱のみ 個 23,100

集合保安器箱 0/60P 個 66,000
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ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 ﾄﾞｱﾎﾝ用電話形親機 1局 壁掛形 台 7,740

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ　親機(ｶﾗｰ) 台 84,000

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ 子機(ｶﾗｰ) 台　　 29,700

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 身体障害者用       3局      壁掛形 台 32,000

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 身体障害者用      増設親機  壁掛形 台 17,400

外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 親機(ｶﾗｰ） 台 54,000

ﾄｲﾚ等呼出し表示器 呼出しﾎﾞﾀﾝ   壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付き) 個 4,830

ﾄｲﾚ等呼出し表示器 呼出しﾎﾞﾀﾝ   壁付(握りﾎﾞﾀﾝ付き) 個 4,950

ﾄｲﾚ等呼出し表示器 呼出しﾎﾞﾀﾝ   壁付 個 4,170

ﾄｲﾚ等呼出し表示器 復帰ﾎﾞﾀﾝ 個 1,620

ﾄｲﾚ等呼出し表示器 呼出し表示灯 個 2,880

ﾄｲﾚ等呼出し表示器 呼出し表示灯 ﾌﾞｻﾞｰ付 個 9,600

ﾄｲﾚ呼出し表示器 1窓 壁掛形 個 94,300

ﾄｲﾚ呼出し表示器 1窓 壁埋込形 個 133,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 1窓 ﾗｯｸ組込形 個 123,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 3窓 壁掛形 個 101,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 3窓 壁埋込形 個 140,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 3窓 ﾗｯｸ組込形 個 131,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 5窓 壁掛形 個 111,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 5窓 壁埋込形 個 150,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 5窓 ﾗｯｸ組込形 個 141,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 10窓 壁掛形 個 137,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 10窓 壁埋込形 個 183,000

ﾄｲﾚ呼出し表示器 10窓 ﾗｯｸ組込形 個 167,000

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 ｽﾋﾟｰｶｰ形　ﾄﾞｱﾎﾝ（樹脂） 台 2,400

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 ｽﾋﾟｰｶｰ形　ﾄﾞｱﾎﾝ(ｽﾃﾝﾚｽ) 台 4,500

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 夜間受付形 台 5,580

外部受付用ｲﾝﾀｰﾎﾝ 子機(ｶﾗｰ)増設呼出ﾎﾞﾀﾝ共 台 186,000

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 ｲﾝﾀｰﾎﾝｼﾞｬｯｸ 台 4,600

電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 電話形用 個 8,640

身障者用        ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 露 出 台 15,700

身障者用        ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 埋 込 台 12,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 1窓　壁付形 個 163,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 1窓　壁埋込形（裏ﾎﾞｯｸｽ含） 個 226,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 1窓　盤組込形 個 198,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 1窓　EIAﾗｯｸ用 個 219,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 3窓　壁付形 個 183,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 3窓　壁埋込形（裏ﾎﾞｯｸｽ含） 個 246,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 3窓　盤組込形 個 217,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 3窓　EIAﾗｯｸ用 個 227,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 5窓　壁付形 個 210,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 5窓　壁埋込形（裏ﾎﾞｯｸｽ含） 個 273,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 5窓　盤組込形 個 244,000
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通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 5窓　EIAﾗｯｸ用 個 245,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 10窓　壁付形 個 280,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 10窓　壁埋込形（裏ﾎﾞｯｸｽ含） 個 368,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 10窓　盤組込形 個 324,000

通話機能付ﾄｲﾚ呼出表示装置 10窓　EIAﾗｯｸ用 個 338,000

ｱｯﾃﾈｰﾀ ｽﾋﾟｰｶ (内蔵) 個 900

親時計 CR1 個 226,000

親時計 CR2 個 279,000

親時計 CR3 個 389,000

親時計 CR4 個 408,000

親時計 CR1-P6M 個 305,000

親時計 CR2-P6M 個 352,000

親時計 CR3-P6M 個 410,000

親時計 CR4-P6M 個 457,000

親時計 CW1-P6M 個 249,000

親時計 CW2-P6M 個 305,000

親時計 CW3-P6M 個 428,000

親時計 CW4-P6M 個 501,000

子時計 SWA22  N     J1 台 28,800

子時計 SWA33  N     J1 台 19,600

子時計 STWA33 Gp    B1 台 34,100

子時計 STWA33 Gp    B2 台 34,100

子時計 STWA33 Gp    D2 台 34,100

子時計 STA33  Gp    B1 台 25,800

子時計 STA33  Gp    B2 台 25,800

子時計 STA33  Gp    D2 台 25,800

子時計 SBWA33 Gp    B1 台 30,600

子時計 SBWA33 Gp    B2 台 30,600

子時計 SBWA33 Gp    D2 台 30,600

子時計 SBA33  Gp    B1 台 22,600

子時計 SBA33  Gp    B2 台 22,600

子時計 SBA33  Gp    D2 台 22,600

ﾏｲｸﾛﾎﾝ                                          ｺﾝﾃﾞﾝｻ  単一指向性 個 29,400

ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ 1局 業務用 卓上型 個 20,300

ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ 5局 業務用 卓上型 個 25,200

ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ 10局 業務用 卓上型 個 32,200

ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ 20局 業務用 卓上型 個 49,000

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ ﾀｲﾋﾟﾝ形 個 34,300

ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 充電器 個 28,000

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ 天井付用 個 15,100

ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ 壁付用(屋内､屋外兼用) 個 15,400

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　卓上型ｱﾝﾌﾟ(30W)/5回路(仕様１) 個 102,000

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　卓上型ｱﾝﾌﾟ(30W)/5回路(仕様１)入力回路：ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ1回路 個 159,000
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ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　卓上型ｱﾝﾌﾟ(60W)/5回路(仕様２) 個 111,000

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　卓上型ｱﾝﾌﾟ(60W)/5回路(仕様２)入力回路：ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ1回路 個 168,000

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　卓上型ｱﾝﾌﾟ(60W)/10回路(仕様３) 個 127,000

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　卓上型ｱﾝﾌﾟ(60W)/10回路(仕様３)入力回路：ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ1回路 個 210,000

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型ｱﾝﾌﾟ(60W)/5回路(仕様４) 個 196,000

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型ｱﾝﾌﾟ(60W)/5回路(仕様４)入力回路：ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ1回路 個 196,000

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型ｱﾝﾌﾟ(60W)/10回路(仕様５) 個 221,000

ｱﾝﾌﾟ(30・60W) 一般放送　ﾗｯｸﾏｳﾝﾄ型ｱﾝﾌﾟ(60W)/10回路(仕様５)入力回路：ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ1回路 個 221,000

長波ｱﾝﾃﾅ 時刻補正 個 28,000

ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ D-sub15P×1　　(キャノン型）　　　　 個 13,300

増幅器 一般         屋内 CATV･CS･BS-2W-HE 個　　 307,000

増幅器 一般         -    CATV-1 個　　 175,000

分岐器 一般         屋内 CS-C1W 個　　 3,420

分岐器 一般         屋内 CS-C2W 個　　 4,140

分岐器 一般         屋内 CS-C4W 個　　 5,760

分配器 一般         屋内 CS-D2W 個　　 3,150

分配器 一般         屋内 CS-D4W 個　　 4,380

分配器 一般         屋内 CS-D6W 個　　 6,540

分配器 一般         屋内 CS-D8W 個　　 10,500

混合(分波)器 一般         屋内 CS-MW 個　　 5,820

混合(分波)器 一般         屋外 CS-MCW 個　　 8,580

混合(分波)器 一般         屋外 CS-VHMC 個　　 13,800

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ CSBSA- 75 組　　 58,900

ｱﾝﾃﾅ ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 組 34,100

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 2.0m SUS 基 216,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 2.5m SUS 基 219,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 3.0m SUS 基 234,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 3.5m SUS 基 237,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 BSANT-2(75) 基 41,500

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 BSANT-2(90) 基 52,400

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 BSANT-2(75) SUS 基 232,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 BSANT-2(90) SUS 基 314,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 自立形     2.0m 基 73,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 自立形     2.5m 基 74,600

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 自立形     2.0m SUS 基 351,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 自立形     2.5m SUS 基 355,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 自立形     3.0m SUS 基 360,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 自立形     3.5m SUS 基 364,000

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 自立形     BSANT-3 基 76,700

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 自立形     BSANT-3     SUS 基 271,000

ｺﾈｸﾀ 中継接栓 個 430

ｺﾈｸﾀ F型接栓　5C 個 360

ｺﾈｸﾀ F型接栓　7C 個 440
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ｺﾈｸﾀ F型接栓　防水　5C 個 560

ｺﾈｸﾀ F型接栓　防水　7C 個 600

電子ﾌﾞｻﾞｰ 防火ｼｬｯﾀｰ降下警報用 個 1,050

P型受信機 P型1級  10回線 壁掛形 自動試験機能付 個 264,000

P型受信機 P型1級  15回線 壁掛形 自動試験機能付 個 275,000

P型受信機 P型1級  20回線 壁掛形 自動試験機能付 個 287,000

P型受信機 P型1級  25回線 壁掛形 自動試験機能付 個 304,000

P型受信機 P型1級  30回線 壁掛形 自動試験機能付 個 313,000

P型受信機 P型1級  35回線 壁掛形 自動試験機能付 個 326,000

P型受信機 P型1級  40回線 壁掛形 自動試験機能付 個 336,000

P型受信機 P型1級  45回線 壁掛形 自動試験機能付 個 347,000

P型受信機 P型1級　50回線 壁掛形 自動試験機能付 個 358,000

P型受信機 P型1級　60回線 壁掛形 自動試験機能付 個 379,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級  10回線 壁掛形 自動試験機能付 個 328,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級  15回線 壁掛形 自動試験機能付 個 339,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級  20回線 壁掛形 自動試験機能付 個 351,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級  25回線 壁掛形 自動試験機能付 個 376,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級  30回線 壁掛形 自動試験機能付 個 388,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級  35回線 壁掛形 自動試験機能付 個 400,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級  40回線 壁掛形 自動試験機能付 個 411,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級  45回線 壁掛形 自動試験機能付 個 422,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級　50回線 壁掛形 自動試験機能付 個 434,000

P型受信機　複合盤(火報-排煙) P型1級　60回線 壁掛形 自動試験機能付 個 457,000

総合盤(自火報) P型1級 露出屋外型  感知器ｽﾍﾟｰｽ無し 個 13,500

総合盤(自火報) P型1級 埋込屋外型  感知器ｽﾍﾟｰｽ無し 個 12,200

R型発信器 P型1級　露出型 個 3,030

R型発信器 P型1級　埋込型 個 2,800

R型総合盤 屋内型　露出型 個 9,700

R型総合盤 屋内型　埋込型 個 8,380

R型総合盤 屋外型　露出型 個 13,700

R型総合盤 屋外型　埋込型 個 12,400

点検箱 個 3,300

消火栓始動装置 70VA以下 個 10,800

携帯用送受話機 台 2,640

熱煙複合感知器 熱 定温特種  煙２種 個 9,240

熱感知器 差動式 2種 露出、防水型 個 2,240

分離形煙感知器 2種 個 66,000

P型感知器 差動式  2種    露出、防水型       自動試験機能付 個 3,930

P型感知器 差動式　2種　露出型　　　　　 自動試験機能付 個 3,630

P型感知器 差動式  2種  埋込型     　　　自動試験機能付 個 4,290

P型感知器 定温式　特種　露出型　　　　  自動試験機能付 個 4,060

P型感知器 定温式  特種  埋込型     　　 自動試験機能付 個 4,680

P型感知器 定温式　特種　露出、防水型　自動試験機能付 個 4,220
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P型感知器 定温式  特種  埋込、防水型　自動試験機能付 個 6,430

P型感知器 定温式　1種　露出型     　　　自動試験機能付 個 4,120

P型感知器 定温式　1種　埋込型　　 　　　自動試験機能付 個 4,850

P型感知器 定温式　1種　露出、防水型　 自動試験機能付 個 4,220

P型感知器 定温式　1種　埋込、防水型　 自動試験機能付 個 6,170

P型感知器 光電式　1種　露出型     　　　自動試験機能付 個 9,400

P型感知器 光電式　1種　埋込型     　　　自動試験機能付 個 10,000

P型感知器 光電式　2種  露出型     　　　自動試験機能付 個 8,740

P型感知器 光電式　2種　埋込型     　　　自動試験機能付 個 9,400

P型感知器 光電式　3種  露出型　　     　自動試験機能付 個 8,080

P型感知器 光電式　3種  埋込型     　　　自動試験機能付 個 8,740

ｱﾅﾛｸﾞ感知器 熱式　　 露出型　　　　　自動試験機能付 個 4,290

ｱﾅﾛｸﾞ感知器 熱式　　 埋込型　　　　　自動試験機能付 個 4,950

ｱﾅﾛｸﾞ感知器 熱式　　 露出、防水型　自動試験機能付 個 5,770

ｱﾅﾛｸﾞ感知器 熱式　　 埋込防水型　　自動試験機能付 個 6,430

ｱﾅﾛｸﾞ感知器 光電式　露出型　　　 　 自動試験機能付 個 9,070

ｱﾅﾛｸﾞ感知器 光電式　埋込型　　　 　 自動試験機能付 個 9,730

R型感知器 差動式  2種    露出、防水型       自動試験機能付 個 5,800

R型感知器 差動式　2種　露出型　　　　　 自動試験機能付 個 3,720

R型感知器 差動式  2種  埋込型     　　　自動試験機能付 個 4,380

R型感知器 定温式　特種　露出型　　　　  自動試験機能付 個 4,680

R型感知器 定温式  特種  埋込型     　　 自動試験機能付 個 5,340

R型感知器 定温式　特種　露出、防水型　自動試験機能付 個 5,700

R型感知器 定温式  特種  埋込、防水型　自動試験機能付 個 6,360

R型感知器 定温式　1種　露出型     　　　自動試験機能付 個 4,480

R型感知器 定温式　1種　埋込型　　 　　　自動試験機能付 個 5,140

R型感知器 定温式　1種　露出、防水型　 自動試験機能付 個 6,400

R型感知器 定温式　1種　埋込、防水型　 自動試験機能付 個 7,060

R型感知器 光電式　1種　露出型     　　　自動試験機能付 個 9,400

R型感知器 光電式　1種　埋込型     　　　自動試験機能付 個 10,000

R型感知器 光電式　2種  露出型     　　　自動試験機能付 個 8,740

R型感知器 光電式　2種　埋込型     　　　自動試験機能付 個 9,400

R型感知器 光電式　3種  露出型　　     　自動試験機能付 個 8,080

R型感知器 光電式　3種  埋込型     　　　自動試験機能付 個 8,740

R型感知器 光電式　多信号  露出型       自動試験機能付 個 9,630

R型感知器 光電式　多信号  埋込型     　自動試験機能付 個 10,200

R型感知器 光電式　2信号　分離型　　　　自動試験機能付 個 79,200

自立型ﾎﾟｰﾙ 4m(SUS)　　　(SUS-4) 基 20,900

ﾎﾟｰﾙ取付台 支持管 50.8φまで(SUS) 個 34,600

ﾎﾟｰﾙ取付台 支持管 76.3φまで(SUS) 個 40,900

ﾎﾟｰﾙ取付台 支持管 89.1φまで(SUS) 個 50,400

ﾎﾟｰﾙ取付台 支持管101.6φまで(SUS) 個 56,700

避雷導線 2.0×19（ｱﾙﾐ） m 300
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避雷導線 2.0×25（ｱﾙﾐ） m 552

避雷導線支持金物 壁用（ｱﾙﾐ） 個 560

避雷導線支持金物 床用（ｱﾙﾐ） 個 620

ｱﾙﾐ帯 ｱﾙﾐ帯 t4×25mm m 247

導線引出金物 ｱﾙﾐ笠木 個 3,330

ｱﾙﾐ帯取付金具 露出 個 800

水平導体接続金物 直線   ｱﾙﾐより線用 個 2,140

水平導体接続金物 直線   ｱﾙﾐ帯用 個 1,000

水平導体接続金物 T型    ｱﾙﾐより線用 個 4,360

水平導体接続金物 T型    ｱﾙﾐ帯用 個 1,190

水平導体接続金物 十字型 ｱﾙﾐより線用 個 5,620

水平導体接続金物 十字型 銅帯用 個 1,360

水平導体接続金物 十字型 ｱﾙﾐ帯用 個 1,270

水平導体接続金物 伸縮   ｱﾙﾐ帯用 個 3,840

接続金物 鉄筋用ｸﾗﾝﾌﾟ 個 1,940

接続金物 ｱﾙﾐ笠木相互間 個 2,590

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ     (既製ﾌﾞﾛｯｸ) 東電ﾋﾟﾗｰﾎﾞｯｸｽ用  ﾌﾞﾛｯｸ､1,000×1,000×1,400 基 176,000

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB2P30A×1 個 8,460

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB2P60A×1 個 8,460

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB2P100A×1 個 8,460

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(単相)30A×1 個 9,060

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(単相)60A×1 個 9,060

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(単相)100A×1 個 9,060

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(単相)225A×1 個 21,200

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(三相)30A×1 個 9,060

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(三相)60A×1 個 9,060

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(三相)100A×1 個 9,060

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(三相)225A×1 個 21,200

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 MCCB3P(三相)400A×1 個 46,300

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB2P30A×1 個 12,900

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB2P60A×1 個 12,900

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB2P100A×1 個 12,900

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(単相)30A×1 個 20,300

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(単相)60A×1 個 13,800

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(単相)100A×1 個 13,800

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(単相)225A×1 個 25,100

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(三相)30A×1 個 20,300

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(三相)60A×1 個 13,800

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(三相)100A×1 個 13,800

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(三相)225A×1 個 25,100

配線用遮断器(ＡＬ有)　受変電用   　　RC18kA以上 ELCB3P(三相)400A×1 個 57,400

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 200A DSS 個 342,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 200A DRR LA 個 343,000
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柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 200A DSS LA 個 371,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 200A DRR LA(VT付) 個 464,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 200A DSS LA(VT付) 個 494,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 300A DSS 個 417,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 300A NRR 個 237,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 300A NSS 個 261,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 300A DRR LA 個 421,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 300A DSS LA 個 447,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 300A NRR LA 個 281,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 300A NSS LA 個 316,000

柱上高圧気中開閉器  (PAS) PAS 300A DSS LA(VT付) 個 522,000

高圧ｶﾞｽ開閉器   (UGS) 7.2kV 3P 300A RC12.5kA､VT付  方向性GR付､東電ﾋﾟﾗｰﾎﾞｯｸｽ用 個 1,270,000

高圧ｶﾞｽ開閉器   (UGS) 7.2kV 3P 400A RC12.5kA､VT付  方向性GR付､東電ﾋﾟﾗｰﾎﾞｯｸｽ用 個 1,390,000

高圧気中開閉器  (UAS) 7.2kV 3P 300A RC12.5kA､VT付  方向性GR付､東電ﾋﾟﾗｰﾎﾞｯｸｽ用 個 1,120,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   10kVA 台 168,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   20kVA 台 197,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   30kVA 台 224,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   50kVA 台 275,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   75kVA 台 340,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  100kVA 台 411,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  150kVA 台 549,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  200kVA 台 681,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  300kVA 台 948,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  500kVA 台 1,550,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V   20kVA 台 243,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V   30kVA 台 267,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V   50kVA 台 321,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V   75kVA 台 384,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  100kVA 台 452,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  150kVA 台 583,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  200kVA 台 710,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  300kVA 台 992,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  500kVA 台 1,580,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   10kVA 台 561,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   20kVA 台 634,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   30kVA 台 695,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   50kVA 台 817,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   75kVA 台 969,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  100kVA 台 1,120,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  150kVA 台 1,390,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  200kVA 台 1,690,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  300kVA 台 2,390,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  500kVA 台 3,710,000
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変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V   20kVA 台 835,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V   30kVA 台 908,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V   50kVA 台 1,030,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V   75kVA 台 1,200,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  100kVA 台 1,330,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  150kVA 台 1,640,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  200kVA 台 1,940,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  300kVA 台 2,550,000

変圧器(50Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  500kVA 台 3,770,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   10kVA 台 159,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   20kVA 台 187,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   30kVA 台 212,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   50kVA 台 261,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V   75kVA 台 323,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  100kVA 台 391,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  150kVA 台 522,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  200kVA 台 647,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  300kVA 台 901,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  単相   6.6kV/210V  500kVA 台 1,470,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V   20kVA 台 231,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V   30kVA 台 254,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V   50kVA 台 305,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V   75kVA 台 365,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  100kVA 台 430,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  150kVA 台 554,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  200kVA 台 674,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  300kVA 台 932,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　油入  三相   6.6kV/210V  500kVA 台 1,480,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   10kVA 台 534,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   20kVA 台 603,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   30kVA 台 660,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   50kVA 台 777,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V   75kVA 台 922,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  100kVA 台 1,060,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  150kVA 台 1,330,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  200kVA 台 1,610,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  300kVA 台 2,270,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 単相   6.6kV/210V  500kVA 台 3,520,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V   20kVA 台 793,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V   30kVA 台 863,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V   50kVA 台 980,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V   75kVA 台 1,140,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  100kVA 台 1,270,000
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変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  150kVA 台 1,560,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  200kVA 台 1,840,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  300kVA 台 2,430,000

変圧器(60Hz用) 混触防止板付　ﾓｰﾙﾄﾞ 三相   6.6kV/210V  500kVA 台 3,580,000

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 13%  (60Hz)                          ﾓｰﾙﾄﾞ  36kVar   台 291,000

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 13%  (60Hz)                          ﾓｰﾙﾄﾞ  50kVar   台 346,000

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 13%  (60Hz)                          ﾓｰﾙﾄﾞ  75kVar   台 447,000

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 13%  (60Hz)                          ﾓｰﾙﾄﾞ 100kVar   台 531,000

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 13%  (60Hz)                          ﾓｰﾙﾄﾞ 150kVar   台 894,000

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ 13%  (60Hz)                          ﾓｰﾙﾄﾞ 200kVar   台 1,060,000

亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 5.5mm2 m 22.3

亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 8mm2 m 29.5

再資源処分費 直管形蛍光灯          10形 本 31

再資源処分費 直管形蛍光灯          16形 本 38

再資源処分費 直管形蛍光灯          20形 本 41

再資源処分費 直管形蛍光灯          30形 本 57

再資源処分費 直管形蛍光灯          32形 本 82

再資源処分費 直管形蛍光灯          40形 本 82

再資源処分費 直管形蛍光灯         110形 本 170

再資源処分費 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯        16形 本 19

再資源処分費 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯        18形 本 20

再資源処分費 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯        24形 本 22

再資源処分費 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯        27形 本 23

再資源処分費 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯        32形 本 41

再資源処分費 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯        42形 本 41

再資源処分費 ｺﾝﾊﾟｸﾄ形蛍光灯        55形 本 53

再資源処分費 白熱灯                10形 本 41

再資源処分費 白熱灯                40形 本 41

再資源処分費 白熱灯                60形 本 58

再資源処分費 白熱灯               100形 本 58

再資源処分費 HID灯 水銀ﾗﾝﾌﾟ       100形 本 70

再資源処分費 HID灯 水銀ﾗﾝﾌﾟ       200形 本 180

再資源処分費 HID灯 水銀ﾗﾝﾌﾟ       250形 本 180

再資源処分費 HID灯 水銀ﾗﾝﾌﾟ       300形 本 190

再資源処分費 HID灯 水銀ﾗﾝﾌﾟ       400形 本 190

再資源処分費 HID灯 水銀ﾗﾝﾌﾟ       700形 本 510

再資源処分費 HID灯 水銀ﾗﾝﾌﾟ      1000形 本 510

再資源処分費 HID灯 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ   100形 本 43

再資源処分費 HID灯 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ   200形 本 110

再資源処分費 HID灯 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ   250形 本 180

再資源処分費 HID灯 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ   300形 本 190

再資源処分費 HID灯 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ   400形 本 190

再資源処分費 HID灯 ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ   700形 本 510
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再資源処分費 HID灯 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ   70形 本 43

再資源処分費 HID灯 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ  110形 本 110

再資源処分費 HID灯 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ  180形 本 110

再資源処分費 HID灯 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ  220形 本 110

再資源処分費 HID灯 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ  270形 本 140

再資源処分費 HID灯 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ  360形 本 140

端子台木板 W:320　D:320　t:12　（露出　木板のみ設置） 個 2,100

端子台木板 W:520　D:520　t:12　（露出　木板のみ設置） 個 4,200

端子台木板 W:720　D:720　t:12　（露出　木板のみ設置） 個 6,300

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙｾﾊﾟﾚｰﾀ H1-6,H1-9 か所 7,870

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙｾﾊﾟﾚｰﾀ H2-6,H2-9 か所 11,900

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ CSBSA-90(100) 組 93,000

一般配管用      ｽﾃﾝﾚｽ鋼管       (SUS316) 13SU ｍ 472

一般配管用      ｽﾃﾝﾚｽ鋼管       (SUS316) 20SU ｍ 697

一般配管用      ｽﾃﾝﾚｽ鋼管       (SUS316) 25SU ｍ 867

一般配管用      ｽﾃﾝﾚｽ鋼管       (SUS316) 30SU ｍ 1,180

一般配管用      ｽﾃﾝﾚｽ鋼管       (SUS316) 40SU ｍ 1,470

一般配管用      ｽﾃﾝﾚｽ鋼管       (SUS316) 50SU ｍ 1,650

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K 300 個 609,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  20 個 68,700

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  25 個 68,700

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  32 個 70,900

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  40 個 83,600

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  50 個 111,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  65 個 137,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  80 個 170,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 100 個 203,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 125 個 239,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 150 個 311,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 200 個 466,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 250 個 590,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 100㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 300 個 782,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K  20 個 72,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K  25 個 72,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K  32 個 82,500

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K  40 個 95,700

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K  50 個 129,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K  65 個 158,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K  80 個 176,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K 100 個 236,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K 125 個 284,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K 150 個 370,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K 200 個 472,000
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ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K 250 個 636,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ10K 300 個 773,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  20 個 88,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  25 個 88,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  32 個 90,700

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  40 個 105,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  50 個 143,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  65 個 173,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K  80 個 195,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 100 個 251,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 125 個 297,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 150 個 391,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 200 個 583,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 250 個 738,000

ｽﾘｰﾌﾞ式伸縮継手 最大伸縮量 200㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ20K 300 個 972,000

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形)  50A 個 26,500

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形)  65A 個 34,100

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形)  80A 個 39,500

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形) 100A 個 52,400

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形) 125A 個 68,100

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形) 150A 個 93,100

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形) 200A 個 138,000

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形) 250A 個 202,000

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形) 300A 個 298,000

衝撃吸収式逆止弁 青銅10K(ｳｴﾊｰ形)  40A 個 25,600

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形)  50A 個 17,700

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形)  65A 個 19,600

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形)  80A 個 22,700

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形) 100A 個 28,800

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形) 125A 個 38,000

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形) 150A 個 50,900

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形) 200A 個 75,400

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形) 250A 個 129,000

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形) 300A 個 185,000

衝撃吸収式逆止弁 鋳鉄10K(ｳｴﾊｰ形)  40A 個 17,600

衝撃吸収式逆止弁 SUS 10K(ｳｴﾊｰ形)  50A 個 46,600

衝撃吸収式逆止弁 SUS 10K(ｳｴﾊｰ形)  40A 個 45,400

蒸気用減圧弁 10K(ねじ)   32A 個 53,300

蒸気用減圧弁 10K(ねじ)   40A 個 56,300

蒸気用減圧弁 10K(ねじ)   50A 個 57,300

瞬間流量計 20A 個 37,100

着脱式瞬間流量器 ﾒｰﾀ  20A 個 62,400

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ 20A 個 15,300
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着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ 25A 個 15,300

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ 32A 個 15,300

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ 40A 個 15,300

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ 50A 個 15,800

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ 65A 個 15,800

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ 80A 個 15,800

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ100A 個 15,800

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ125A 個 16,300

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ150A 個 16,300

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ200A 個 16,300

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ250A 個 16,300

着脱式瞬間流量器 ﾉｽﾞﾙ300A 個 24,000

樹脂製支持受 15A 個 373

樹脂製支持受 20A 個 396

樹脂製支持受 25A 個 423

樹脂製支持受 32A 個 612

樹脂製支持受 40A 個 675

樹脂製支持受 50A 個 738

樹脂製支持受 65A 個 855

樹脂製支持受 80A 個 927

樹脂製支持受 100A 個 1,050

樹脂製支持受 125A 個 1,230

樹脂製支持受 150A 個 1,360

樹脂製支持受 200A 個 1,630

樹脂製支持受 250A 個 2,380

樹脂製支持受 300A 個 4,210

減圧式逆流防止器 20A 個 77,100

減圧式逆流防止器 25A 個 96,800

減圧式逆流防止器 40A 個 140,000

減圧式逆流防止器 50A 個 176,000

塩ﾋﾞ製仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A 個 16,700

塩ﾋﾞ製仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A 個 21,700

塩ﾋﾞ製逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A 個 37,400

塩ﾋﾞ製逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A 個 52,100

水石けん入れ ｶｳﾝﾀｰ用 個 5,140

耐寒水栓 F3  横水栓 胴長 個 1,100

耐寒水栓 F4  横水栓 個 1,100

耐寒水栓 F5  横水栓(自在水栓) 個 1,330

耐寒水栓 F7  横水栓(吐水口回転型) 個 1,510

耐寒水栓 F12 横水栓(ﾎｰｽ接続型) 個 1,610

水栓柱 ｱﾙﾐ製      13A 個 5,080

壁埋込型散水栓箱 WB･13A250×200×150　鍵付 個 26,500

壁埋込型散水栓箱 WB･20A250×200×150 個 30,000
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壁埋込型散水栓箱 WB･20A250×200×150　鍵付 個 30,000

自動水栓 立水栓形 個 29,500

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ BT-3 50A 個 16,200

小口径塩ﾋﾞ桝用蓋 150φ 防護蓋(T-14) 組 11,600

小口径塩ﾋﾞ桝用蓋 150φ 防護蓋(T-25) 組 12,200

浸透枡          (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枡) 桝径300φ 接続口径150φ ～500 組 18,700

浸透枡          (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枡) 桝径150φ 接続口径100φ ～500 組 4,050

浸透枡          (ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ枡) 桝径200φ 接続口径100φ ～500 組 5,120

5号 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 (元止め式) 換気扇連動ｽｲｯﾁ組込 台 24,000

5号 ｶﾞｽ瞬間湯沸器 (先止め式) 換気扇連動ｽｲｯﾁ組込 台 24,000

巻き上げﾌﾚｷ 25A 個 1,800

ｶﾞｽｶﾗﾝ ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ1口 個 2,070

ｶﾞｽｶﾗﾝ ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ2口 個 4,160

ﾌﾚｷ用ﾈｼﾞｺｯｸ 個 1,430

壁埋込ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 個 6,350

床埋込ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ 個 7,100

中間ｶﾞｽｺｯｸ 15A 個 1,260

中間ｶﾞｽｺｯｸ 20A 個 1,810

強化ｶﾞｽﾎｰｽ 300L 個 2,340

金属可とう管 300L 個 2,580

ｶﾞｽﾒｰﾀ 2号 ﾏｲｺﾝ 個 17,300

案内板 0.5㎡ 枚 19,600

案内板 1.0㎡ 枚 31,600

案内板 1.5㎡ 枚 45,600

案内板 2.0㎡ 枚 70,400

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ器具 2本立用ｾｯﾄ 組 10,600

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ器具 4本立用ｾｯﾄ 組 37,300

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ器具 6本立用ｾｯﾄ 組 467,000

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ器具 8本立用ｾｯﾄ 組 501,000

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ器具 10本立用ｾｯﾄ 組 510,000

ｶﾞｽ漏れ警報器 LPｶﾞｽ用   外部端子 有 個 4,680

ｶﾞｽ漏れ警報器 LPｶﾞｽ用   外部端子 無 個 3,160

ｶﾞｽ漏れ警報器 都市ｶﾞｽ用 外部端子 有 個 5,200

転倒防止金物(鎖) 1本用 組 364

転倒防止金物(鎖) 2本用 組 455

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 10A × 0.2kw ×  6L 台 80,600

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 15A × 0.4kw × 10L 台 80,600

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 20A × 0.4kw × 20L 台 93,000

長方形ﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 0.5㎜ ㎡ 734

長方形ﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 0.6㎜ ㎡ 869

長方形ﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 0.8㎜ ㎡ 1,130

長方形ﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 1.0㎜ ㎡ 1,390

長方形ﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 1.2㎜ ㎡ 1,660
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ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 100㎜ ｍ 784

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 125㎜ ｍ 968

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 150㎜ ｍ 1,060

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 175㎜ ｍ 1,240

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 200㎜ ｍ 1,420

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 225㎜ ｍ 1,600

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 250㎜ ｍ 1,770

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 275㎜ ｍ 1,940

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 300㎜ ｍ 2,130

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 350㎜ ｍ 2,840

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 400㎜ ｍ 3,560

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 450㎜ ｍ 4,000

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      (ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑﾀﾞｸﾄ) 500㎜ ｍ 4,440

ﾊﾟﾈﾙﾌｨﾙﾀｰ       (ｱﾙﾐ枠) 500×500×25 枚 3,560

ﾊﾟﾈﾙﾌｨﾙﾀｰ       (ｱﾙﾐ枠) 500×500×50 枚 4,800

ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(予備) 250×500 枚 4,950

ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(予備) 300×500 枚 5,400

ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(予備) 400×500 枚 5,850

ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ(予備) 500×500 枚 6,300

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 V    150  150 個 1,650

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 V    400  400 個 3,930

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 V    500  500 個 5,340

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 V    600  600 個 7,200

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VH   150  150 個 2,280

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VH   400  400 個 5,340

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VH   500  500 個 7,080

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VH   600  600 個 9,810

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VS   150  150 個 2,520

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VS   400  400 個 5,520

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VS   500  500 個 7,620

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VS   600  600 個 10,400

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  150  150 個 3,270

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  400  400 個 7,440

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  500  500 個 10,300

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  600  600 個 14,000

線状吹出口 BL-T 3500㎜ 個 33,300

線状吹出口 BL-T 4000㎜ 個 35,700

線状吹出口 BL-K 3500㎜ 個 43,300

線状吹出口 BL-K 4000㎜ 個 46,800

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1  500㎜ 個 3,270

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 1000㎜ 個 3,270

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 1500㎜ 個 3,930

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 2000㎜ 個 4,830
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ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 2500㎜ 個 5,550

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 3000㎜ 個 6,450

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 3500㎜ 個 7,740

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 4000㎜ 個 9,360

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 4500㎜ 個 10,000

ｶｰﾑﾗｲﾝ 1 5000㎜ 個 11,300

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2  500㎜ 個 3,510

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 1000㎜ 個 3,510

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 1500㎜ 個 4,410

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 2000㎜ 個 5,550

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 2500㎜ 個 6,570

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 3000㎜ 個 7,740

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 3500㎜ 個 9,180

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 4000㎜ 個 10,800

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 4500㎜ 個 12,200

ｶｰﾑﾗｲﾝ 2 5000㎜ 個 13,900

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3  500㎜ 個 3,990

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 1000㎜ 個 3,990

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 1500㎜ 個 5,190

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 2000㎜ 個 6,450

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 2500㎜ 個 7,860

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 3000㎜ 個 9,180

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 3500㎜ 個 10,800

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 4000㎜ 個 12,900

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 4500㎜ 個 14,500

ｶｰﾑﾗｲﾝ 3 5000㎜ 個 16,500

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4  500㎜ 個 4,290

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 1000㎜ 個 4,290

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 1500㎜ 個 5,550

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 2000㎜ 個 6,960

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 2500㎜ 個 8,280

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 3000㎜ 個 9,750

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 3500㎜ 個 11,600

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 4000㎜ 個 13,800

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 4500㎜ 個 15,600

ｶｰﾑﾗｲﾝ 4 5000㎜ 個 17,600

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5  500㎜ 個 4,680

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 1000㎜ 個 4,680

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 1500㎜ 個 5,940

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 2000㎜ 個 7,740

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 2500㎜ 個 9,030

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 3000㎜ 個 10,700

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 3500㎜ 個 12,500
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ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 4000㎜ 個 14,800

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 4500㎜ 個 16,800

ｶｰﾑﾗｲﾝ 5 5000㎜ 個 19,200

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6  500㎜ 個 5,010

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 1000㎜ 個 5,010

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 1500㎜ 個 6,360

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 2000㎜ 個 8,130

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 2500㎜ 個 9,750

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 3000㎜ 個 11,300

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 3500㎜ 個 13,500

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 4000㎜ 個 16,000

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 4500㎜ 個 18,300

ｶｰﾑﾗｲﾝ 6 5000㎜ 個 20,700

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1100 1100 個 25,500

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1200 1200 個 29,900

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1300 1300 個 34,900

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1400 1400 個 42,500

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1500 1500 個 47,700

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1100 1100 個 35,900

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1200 1200 個 42,000

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1300 1300 個 48,800

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1400 1400 個 54,200

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1500 1500 個 66,900

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 樹脂製        100φ 個 400

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 樹脂製        150φ 個 540

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ 樹脂製        200φ 個 900

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 鋼製FS付    200㎜ 個 3,550

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 鋼製FS付    250㎜ 個 4,510

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ 鋼製FS付    300㎜ 個 5,610

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製FS付 200㎜ 個 9,310

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製FS付 250㎜ 個 11,700

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｽﾃﾝﾚｽ製FS付 300㎜ 個 14,400

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製FS付   200㎜ 個 5,130

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製FS付   250㎜ 個 6,480

換気扇用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ ｱﾙﾐ製FS付   300㎜ 個 7,960

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ製               225㎜ 個 7,500

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ製               250㎜ 個 8,000

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網       100㎜ 個 1,870

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網       125㎜ 個 2,080

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網       150㎜ 個 2,540

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網       175㎜ 個 3,950

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網       200㎜ 個 4,680

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網       225㎜ 個 11,400
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球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網       250㎜ 個 11,900

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網(深型)     100㎜ 個 2,700

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網(深型)     125㎜ 個 4,000

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網(深型)     150㎜ 個 4,000

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網(深型)     175㎜ 個 9,150

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網(深型)     200㎜ 個 9,720

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網(深型)     225㎜ 個 16,300

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網(深型)     250㎜ 個 16,300

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網           100㎜ 個 1,950

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網           125㎜ 個 2,400

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網           150㎜ 個 2,850

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網           175㎜ 個 3,900

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網           200㎜ 個 4,650

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網           225㎜ 個 8,300

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ防虫網           250㎜ 個 9,000

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網(深型) 100㎜ 個 2,210

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網(深型) 125㎜ 個 3,320

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網(深型) 150㎜ 個 3,380

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網(深型) 175㎜ 個 8,630

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網(深型) 200㎜ 個 8,630

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網(深型) 225㎜ 個 18,700

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製防虫網(深型) 250㎜ 個 18,700

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製             225㎜ 個 12,400

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製             250㎜ 個 13,000

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製(深型･FS付)  125㎜ 個 4,570

球型ﾌｰﾄﾞ付      ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製(深型･FS付)  175㎜ 個 10,000

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  100  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  150  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  150  150 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  200  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  200  150 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  200  200 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  250  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  250  150 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  250  200 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  250  250 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  300  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  300  150 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  300  200 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  300  250 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  300  300 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  400  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  400  150 個 5,200
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ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  400  200 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  400  250 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  400  300 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  400  400 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  500  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  500  150 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  500  200 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  500  250 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  500  300 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  500  400 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  500  500 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  600  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  600  150 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  600  200 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  600  250 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  600  300 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  600  400 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  600  500 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  600  600 個 11,000

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  150 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  200 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  250 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  300 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  400 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  500 個 11,000

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  600 個 12,500

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  700  700 個 12,500

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  150 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  200 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  250 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  300 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  400 個 11,000

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  500 個 11,000

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  600 個 12,500

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  700 個 14,400

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  800  800 個 15,800

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  150 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  200 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  250 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  300 個 8,780
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ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  400 個 11,000

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  500 個 12,500

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  600 個 14,400

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  700 個 15,800

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  800 個 22,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製  900  900 個 22,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  100 個 5,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  150 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  200 個 6,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  250 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  300 個 8,780

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  400 個 11,000

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  500 個 12,500

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  600 個 14,400

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  700 個 15,800

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  800 個 22,200

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000  900 個 25,100

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 ｽﾃﾝﾚｽ製 1000 1000 個 25,100

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   100  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   150  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   150  150 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   200  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   200  150 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   200  200 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   250  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   250  150 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   250  200 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   250  250 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   300  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   300  150 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   300  200 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   300  250 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   300  300 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   400  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   400  150 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   400  200 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   400  250 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   400  300 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   400  400 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   500  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   500  150 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   500  200 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   500  250 個 4,960
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ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   500  300 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   500  400 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   500  500 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   600  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   600  150 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   600  200 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   600  250 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   600  300 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   600  400 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   600  500 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   600  600 個 7,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  150 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  200 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  250 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  300 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  400 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  500 個 7,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  600 個 7,700

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   700  700 個 7,700

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  150 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  200 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  250 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  300 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  400 個 7,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  500 個 7,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  600 個 7,700

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  700 個 8,520

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   800  800 個 8,950

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  150 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  200 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  250 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  300 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  400 個 7,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  500 個 7,700

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  600 個 8,520

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  700 個 8,950

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  800 個 14,500

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製   900  900 個 14,500

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  100 個 4,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  150 個 4,960
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ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  200 個 4,960

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  250 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  300 個 5,640

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  400 個 7,290

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  500 個 7,700

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  600 個 8,520

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  700 個 8,950

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  800 個 14,500

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000  900 個 15,400

ｸﾘﾝﾌﾟ金網 鋼　製  1000 1000 個 15,400

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100  100 個 39,600

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  100 個 40,400

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  150 個 41,200

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  100 個 41,200

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  150 個 42,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  200 個 43,300

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  100 個 41,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  150 個 43,300

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  200 個 43,900

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  250 個 44,900

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  100 個 42,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  150 個 43,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  200 個 44,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  250 個 46,800

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  300 個 49,900

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  100 個 43,300

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  150 個 46,200

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  200 個 48,700

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  250 個 52,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  300 個 55,700

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  400 個 63,900

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  100 個 50,900

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  150 個 55,900

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  200 個 60,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  250 個 64,400

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  300 個 69,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  400 個 78,800

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  500 個 93,200

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  100 個 58,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  150 個 63,600

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  200 個 69,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  250 個 74,400

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  300 個 80,000
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塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  400 個 93,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  500 個 109,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  600 個 126,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  100 個 65,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  150 個 68,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  200 個 76,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  250 個 81,800

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  300 個 89,100

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  400 個 102,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  500 個 124,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  600 個 140,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  700 個 159,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  100 個 69,700

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  150 個 76,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  200 個 83,700

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  250 個 90,700

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  300 個 98,400

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  400 個 121,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  500 個 137,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  600 個 156,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  700 個 176,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  800 個 196,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  100 個 72,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  150 個 82,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  200 個 90,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  250 個 97,700

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  300 個 106,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  400 個 130,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  500 個 148,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  600 個 170,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  700 個 192,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  800 個 214,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  900 個 229,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  100 個 76,500

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  150 個 87,200

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  200 個 96,300

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  250 個 104,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  300 個 114,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  400 個 141,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  500 個 161,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  600 個 185,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  700 個 210,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  800 個 234,000
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塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  900 個 249,000

塩ﾋﾞ製風量調節  ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000 1000 個 286,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  100 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  150 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  200 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  100 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  150 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  200 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  250 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  100 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  150 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  200 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  250 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  300 個 30,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  100 個 33,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  150 個 33,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  200 個 33,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  250 個 33,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  300 個 33,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  400 個 36,200

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  100 個 34,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  150 個 34,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  200 個 34,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  250 個 34,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  300 個 34,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  400 個 37,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  500 個 40,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  100 個 36,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  150 個 36,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  200 個 36,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  250 個 36,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  300 個 36,800

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  400 個 39,300

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  500 個 43,200

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  600 個 47,600

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  100 個 38,400

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  150 個 38,400

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  200 個 38,400

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  250 個 38,400

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  300 個 38,400

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  400 個 40,600

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  500 個 44,700

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  600 個 50,100
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避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  700 個 54,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  100 個 40,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  150 個 40,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  200 個 40,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  250 個 40,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  300 個 40,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  400 個 42,200

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  500 個 46,600

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  600 個 53,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  700 個 57,400

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  800 個 61,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  100 個 41,200

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  150 個 41,200

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  200 個 41,200

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  250 個 41,200

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  300 個 41,200

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  400 個 43,500

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  500 個 48,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  600 個 55,500

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  700 個 59,400

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  800 個 64,400

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  900 個 67,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  100 個 42,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  150 個 42,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  200 個 42,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  250 個 42,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  300 個 42,900

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  400 個 45,100

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  500 個 50,500

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  600 個 57,100

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  700 個 63,500

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  800 個 66,300

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  900 個 73,000

避圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000 1000 個 78,100

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100  100 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  100 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  150 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  100 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  150 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  200 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  100 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  150 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  200 個 34,800
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防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  250 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  100 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  150 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  200 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  250 個 34,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  100 個 35,700

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  150 個 35,700

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  200 個 35,700

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  250 個 35,700

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  100 個 36,900

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  150 個 36,900

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  200 個 36,900

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  250 個 36,900

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  100 個 37,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  150 個 37,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  200 個 37,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  250 個 37,800

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  600 個 42,400

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  100 個 39,000

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  150 個 39,000

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  200 個 39,000

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  250 個 39,000

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  600 個 43,900

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  700 個 45,900

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  100 個 40,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  150 個 40,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  200 個 40,800

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  250 個 40,800

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  600 個 46,100

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  700 個 48,400

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  800 個 49,900

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  100 個 41,900

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  150 個 41,900

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  200 個 41,900

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  250 個 41,900

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  600 個 47,600

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  700 個 50,100

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  800 個 51,700

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  900 個 54,100

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  100 個 43,200

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  150 個 43,200

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  200 個 43,200

防火･ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  250 個 43,200
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防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  600 個 49,100

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  700 個 51,700

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  800 個 53,400

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  900 個 55,800

防火・          ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000 1000 個 57,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100  100 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  100 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  150 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  100 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  150 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  200 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  100 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  150 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  200 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  250 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  100 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  150 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  200 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  250 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  300 個 39,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  100 個 43,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  150 個 43,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  200 個 43,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  250 個 43,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  300 個 43,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  400 個 52,200

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  100 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  150 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  200 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  250 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  300 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  400 個 58,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  500 個 67,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  100 個 53,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  150 個 53,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  200 個 53,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  250 個 53,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  300 個 53,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  400 個 63,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  500 個 74,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  600 個 81,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  100 個 58,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  150 個 58,600
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ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  200 個 58,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  250 個 58,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  300 個 58,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  400 個 69,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  500 個 80,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  600 個 88,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  700 個 100,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  100 個 68,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  150 個 68,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  200 個 68,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  250 個 68,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  300 個 68,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  400 個 80,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  500 個 93,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  600 個 100,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  700 個 113,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  800 個 126,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  100 個 73,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  150 個 73,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  200 個 73,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  250 個 73,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  300 個 73,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  400 個 86,300

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  500 個 100,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  600 個 108,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  700 個 122,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  800 個 135,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  900 個 143,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  100 個 79,300

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  150 個 79,300

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  200 個 79,300

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  250 個 79,300

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  300 個 79,300

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  400 個 93,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  500 個 106,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  600 個 116,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  700 個 130,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  800 個 143,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  900 個 153,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000 1000 個 166,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100  100 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  100 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  150 個 57,100
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ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  100 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  150 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  200 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  100 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  150 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  200 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  250 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  100 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  150 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  200 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  250 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  300 個 57,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  100 個 62,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  150 個 62,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  200 個 62,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  250 個 62,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  300 個 62,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  400 個 71,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  100 個 69,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  150 個 69,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  200 個 69,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  250 個 69,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  300 個 69,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  400 個 78,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  500 個 86,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  100 個 74,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  150 個 74,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  200 個 74,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  250 個 74,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  300 個 74,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  400 個 84,200

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  500 個 94,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  600 個 101,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  100 個 81,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  150 個 81,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  200 個 81,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  250 個 81,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  300 個 81,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  400 個 89,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  500 個 102,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  600 個 110,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  700 個 122,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  100 個 92,500
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ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  150 個 92,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  200 個 92,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  250 個 92,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  300 個 92,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  400 個 101,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  500 個 114,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  600 個 123,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  700 個 136,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  800 個 145,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  100 個 98,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  150 個 98,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  200 個 98,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  250 個 98,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  300 個 98,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  400 個 108,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  500 個 123,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  600 個 132,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  700 個 146,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  800 個 155,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  900 個 169,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  100 個 106,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  150 個 106,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  200 個 106,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  250 個 106,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  300 個 106,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  400 個 116,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  500 個 130,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  600 個 140,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  700 個 155,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  800 個 165,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  900 個 180,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000 1000 個 190,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  100  100 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  150  100 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  150  150 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  200  100 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  200  150 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  200  200 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  250  100 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  250  150 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  250  200 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  250  250 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  300  100 個 79,100
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ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  300  150 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  300  200 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  300  250 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  300  300 個 79,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  400  100 個 84,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  400  150 個 84,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  400  200 個 84,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  400  250 個 84,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  400  300 個 84,600

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  400  400 個 92,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  500  100 個 91,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  500  150 個 91,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  500  200 個 91,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  500  250 個 91,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  500  300 個 91,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  500  400 個 99,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  500  500 個 108,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  600  100 個 96,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  600  150 個 96,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  600  200 個 96,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  600  250 個 96,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  600  300 個 96,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  600  400 個 106,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  600  500 個 116,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  600  600 個 123,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  100 個 103,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  150 個 103,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  200 個 103,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  250 個 103,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  300 個 103,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  400 個 111,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  500 個 124,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  600 個 132,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  700  700 個 143,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  100 個 114,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  150 個 114,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  200 個 114,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  250 個 114,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  300 個 114,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  400 個 123,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  500 個 136,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  600 個 145,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  700 個 158,000
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ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  800  800 個 167,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  100 個 120,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  150 個 120,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  200 個 120,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  250 個 120,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  300 個 120,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  400 個 130,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  500 個 145,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  600 個 154,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  700 個 168,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  800 個 177,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰  900  900 個 191,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  100 個 128,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  150 個 128,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  200 個 128,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  250 個 128,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  300 個 128,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  400 個 137,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  500 個 152,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  600 個 162,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  700 個 177,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  800 個 187,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000  900 個 201,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 1000 1000 個 212,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100  100 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  100 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 150  150 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  100 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  150 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200  200 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  100 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  150 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  200 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 250  250 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  100 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  150 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  200 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  250 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300  300 個 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  100 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  150 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  200 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  250 個 48,900
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ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  300 個 48,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400  400 個 58,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  100 個 55,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  150 個 55,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  200 個 55,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  250 個 55,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  300 個 55,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  400 個 65,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500  500 個 75,300

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  100 個 60,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  150 個 60,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  200 個 60,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  250 個 60,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  300 個 60,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  400 個 72,200

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  500 個 83,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600  600 個 91,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  100 個 65,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  150 個 65,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  200 個 65,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  250 個 65,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  300 個 65,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  400 個 78,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  500 個 90,200

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  600 個 99,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700  700 個 112,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  100 個 77,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  150 個 77,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  200 個 77,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  250 個 77,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  300 個 77,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  400 個 90,200

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  500 個 104,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  600 個 112,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  700 個 127,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800  800 個 141,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  100 個 82,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  150 個 82,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  200 個 82,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  250 個 82,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  300 個 82,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  400 個 96,400

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  500 個 112,000
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ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  600 個 121,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  700 個 136,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  800 個 150,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900  900 個 160,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  100 個 88,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  150 個 88,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  200 個 88,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  250 個 88,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  300 個 88,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  400 個 103,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  500 個 120,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  600 個 130,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  700 個 146,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  800 個 161,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000  900 個 171,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1000 1000 個 186,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 風量調節   ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100φ 個 22,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 風量調節   ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200φ 個 29,500

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 風量調節   ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300φ 個 38,200

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 風量調節   ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400φ 個 46,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 風量調節   ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500φ 個 194,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 100φ 個 31,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 200φ 個 38,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300φ 個 48,700

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 400φ 個 73,100

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500φ 個 221,000

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 100φ 個 53,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 200φ 個 60,900

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 300φ 個 71,300

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 400φ 個 93,800

ｽﾃﾝﾚｽ製         丸形 防火・防煙 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 自動復帰 500φ 個 243,000

電極帯 5P 個 1,890

天井扇逆流防止  S付 50/h×5㎜ 台 7,200

天井扇逆流防止  S付 100/h×5㎜ 台 8,440

天井扇逆流防止  S付 210/h×5㎜ 台 12,600

天井扇逆流防止  S付 450/h×5㎜ 台 19,500

天井扇逆流防止  S付 600/h×5㎜ 台 24,200

圧力扇･付属品類 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製) 500mm 個 22,000

圧力扇･付属品類 ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(鋼板製) 500mm 個 13,700

圧力扇・付属品類 風圧ｼｬｯﾀｰ   450㎜ 個 6,900

圧力扇・付属品類 風圧ｼｬｯﾀｰ   500㎜ 個 7,300

圧力扇・付属品類 電気ｼｬｯﾀｰ   450㎜ 個 23,700

圧力扇・付属品類 電気ｼｬｯﾀｰ   500㎜ 個 24,700
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圧力扇・付属品類 WC(SUS)     350㎜ 個 13,900

圧力扇・付属品類 WC(SUS)     450㎜ 個 18,300

圧力扇・付属品類 WC(鋼板)    350㎜ 個 9,450

圧力扇・付属品類 WC(鋼板)    450㎜ 個 12,300

圧力扇・付属品類 防虫網      300㎜ 個 4,500

圧力扇・付属品類 防虫網      350㎜ 個 4,840

圧力扇・付属品類 防虫網      400㎜ 個 5,350

圧力扇・付属品類 防虫網      450㎜ 個 5,810

圧力扇・付属品類 防虫網      500㎜ 個 5,980

圧力扇・付属品類 防虫網      250㎜ 個 4,210

圧力扇・付属品類 防虫網      200㎜ 個 3,930

圧力扇・付属品類 保護ｶﾞｰﾄﾞ   300㎜ 個 6,100

圧力扇・付属品類 保護ｶﾞｰﾄﾞ   350㎜ 個 6,700

圧力扇・付属品類 保護ｶﾞｰﾄﾞ   400㎜ 個 7,650

圧力扇・付属品類 保護ｶﾞｰﾄﾞ   450㎜ 個 8,150

圧力扇・付属品類 保護ｶﾞｰﾄﾞ   500㎜ 個 8,750

圧力扇・付属品類 保護ｶﾞｰﾄﾞ   250㎜ 個 5,850

圧力扇・付属品類 保護ｶﾞｰﾄﾞ   200㎜ 個 5,500

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1600      1600 個 53,600

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1700      1700 個 59,800

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1800      1800 個 66,500

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   1900      1900 個 73,500

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GV   2000      2000 個 80,700

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1600      1600 個 75,200

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1700      1700 個 83,900

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1800      1800 個 93,200

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  1900      1900 個 102,000

ｽﾘｯﾄ形吸込口 GVS  2000      2000 個 112,000

排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）40A ｍ 115

排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）50A ｍ 143

排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）65A ｍ 220

排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）75A ｍ 292

排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）100A ｍ 312

排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）125A ｍ 657

排水用リサイクル硬質塩化ビニル管（ＲＥＰ－ＶＵ）150A ｍ 947

熱湯栓付混合水栓 13A 個 30,600

配管用防虫網 25A 個 1,030

自在水栓 F10  泡 沫 13A 個 2,990

小口径塩ﾋﾞ桝用蓋 150φ 防護蓋 内ふた 組 1,000

小口径塩ﾋﾞ桝用蓋 200φ 防護蓋 内ふた 組 1,350

一般配管用　    ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)  15A 個 18,300

一般配管用　    ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)  20A 個 20,300

一般配管用　    ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)  25A 個 26,100
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一般配管用　    ｽﾃﾝﾚｽ鋼逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ)  32A 個 34,100

屋内消火栓箱 HB-1AT 放水口 無 組 90,100

屋内消火栓箱 HB-1AT 放水口 有 組 109,000

屋内消火栓箱 HB-1BT 放水口 無 組 90,100

屋内消火栓箱 HB-1BT 放水口 有 組 109,000

放水用器具格納箱 HB-11AT 組 209,000

放水用器具格納箱 HB-11BT 組 209,000

消火器箱併設形  屋内消火栓箱 HB-1ATS形 放水口 無 組 107,000

消火器箱併設形  屋内消火栓箱 HB-1ATS形 放水口 有 組 126,000

消火器箱併設形  屋内消火栓箱 HB-1BTS形 放水口 無 組 107,000

消火器箱併設形  屋内消火栓箱 HB-1BTS形 放水口 有 組 126,000

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 V    700            700 個 9,510

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 V    800            800 個 11,900

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 V    900            900 個 14,900

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VH   700            700 個 12,800

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VH   800            800 個 16,300

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VH   900            900 個 20,200

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VS   700            700 個 13,500

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VS   800            800 個 17,400

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VS   900            900 個 21,800

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  700            700 個 18,700

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  800            800 個 23,800

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS  900            900 個 29,600

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  　500 m3/h 台 42,100

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  1,000 m3/h 台 44,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  1,500 m3/h 台 46,200

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  2,000 m3/h 台 47,100

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  2,500 m3/h 台 47,100

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  3,000 m3/h 台 47,100

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～　3,500 m3/h 台 48,700

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  4,000 m3/h 台 48,700

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  4,500 m3/h 台 55,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  5,000 m3/h 台 55,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  5,500 m3/h 台 58,200

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  6,000 m3/h 台 58,200

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  6,500 m3/h 台 58,200

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  7,000 m3/h 台 58,200

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  7,500 m3/h 台 58,200

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  8,000 m3/h 台 76,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  8,500 m3/h 台 76,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  9,000 m3/h 台 76,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  9,500 m3/h 台 76,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 10,000 m3/h 台 76,800

74



営繕工事の材料単価等

名称 摘要 単位 単価 備考欄

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 10,500 m3/h 台 76,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 11,000 m3/h 台 76,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 11,500 m3/h 台 117,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 12,000 m3/h 台 117,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 12,500 m3/h 台 117,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 13,000 m3/h 台 117,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 13,500 m3/h 台 117,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 14,000 m3/h 台 117,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 14,500 m3/h 台 117,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 15,000 m3/h 台 117,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  　500 m3/h 台 54,400

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  1,000 m3/h 台 60,900

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  1,500 m3/h 台 65,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  2,000 m3/h 台 66,600

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  2,500 m3/h 台 66,600

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  3,000 m3/h 台 66,600

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～　3,500 m3/h 台 70,400

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  4,000 m3/h 台 70,400

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  4,500 m3/h 台 73,100

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  5,000 m3/h 台 73,100

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  5,500 m3/h 台 80,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  6,000 m3/h 台 80,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  6,500 m3/h 台 80,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  7,000 m3/h 台 80,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  7,500 m3/h 台 80,800

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  8,000 m3/h 台 108,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  8,500 m3/h 台 108,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  9,000 m3/h 台 108,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  9,500 m3/h 台 108,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 10,000 m3/h 台 108,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 10,500 m3/h 台 108,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 11,000 m3/h 台 108,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 11,500 m3/h 台 165,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 12,000 m3/h 台 165,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 12,500 m3/h 台 165,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 13,000 m3/h 台 165,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 13,500 m3/h 台 165,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 14,000 m3/h 台 165,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 14,500 m3/h 台 165,000

定風量ﾕﾆｯﾄ(CAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 15,000 m3/h 台 165,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  　500 m3/h 台 42,100

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  1,000 m3/h 台 44,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  1,500 m3/h 台 46,200
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変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  2,000 m3/h 台 47,100

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  2,500 m3/h 台 47,100

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  3,000 m3/h 台 47,100

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～　3,500 m3/h 台 48,700

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  4,000 m3/h 台 48,700

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  4,500 m3/h 台 55,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  5,000 m3/h 台 55,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  5,500 m3/h 台 58,200

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  6,000 m3/h 台 58,200

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  6,500 m3/h 台 58,200

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  7,000 m3/h 台 58,200

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  7,500 m3/h 台 58,200

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  8,000 m3/h 台 76,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  8,500 m3/h 台 76,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  9,000 m3/h 台 76,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～  9,500 m3/h 台 76,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 10,000 m3/h 台 76,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 10,500 m3/h 台 76,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 11,000 m3/h 台 76,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 11,500 m3/h 台 117,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 12,000 m3/h 台 117,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 12,500 m3/h 台 117,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 13,000 m3/h 台 117,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 13,500 m3/h 台 117,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 14,000 m3/h 台 117,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 14,500 m3/h 台 117,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音無し  ～ 15,000 m3/h 台 117,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  　500 m3/h 台 54,400

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  1,000 m3/h 台 60,900

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  1,500 m3/h 台 65,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  2,000 m3/h 台 66,600

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  2,500 m3/h 台 66,600

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  3,000 m3/h 台 66,600

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～　3,500 m3/h 台 70,400

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  4,000 m3/h 台 70,400

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  4,500 m3/h 台 73,100

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  5,000 m3/h 台 73,100

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  5,500 m3/h 台 80,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  6,000 m3/h 台 80,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  6,500 m3/h 台 80,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  7,000 m3/h 台 80,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  7,500 m3/h 台 80,800

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  8,000 m3/h 台 108,000
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変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  8,500 m3/h 台 108,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  9,000 m3/h 台 108,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～  9,500 m3/h 台 108,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 10,000 m3/h 台 108,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 10,500 m3/h 台 108,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 11,000 m3/h 台 108,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 11,500 m3/h 台 165,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 12,000 m3/h 台 165,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 12,500 m3/h 台 165,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 13,000 m3/h 台 165,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 13,500 m3/h 台 165,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 14,000 m3/h 台 165,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 14,500 m3/h 台 165,000

変風量ﾕﾆｯﾄ(VAV) 風速ｾﾝｻｰﾀｲﾌﾟ,消音有り  ～ 15,000 m3/h 台 165,000

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  　500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  1,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  1,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  2,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  2,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  3,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～　3,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  4,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  4,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  5,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  5,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  6,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  6,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  7,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  7,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  8,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  8,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  9,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～  9,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 10,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 10,500 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 11,000 m3/h 組 7,920

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 11,500 m3/h 組 15,800

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 12,000 m3/h 組 15,800

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 12,500 m3/h 組 15,800

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 13,000 m3/h 組 15,800

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 13,500 m3/h 組 15,800

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 14,000 m3/h 組 15,800

DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 14,500 m3/h 組 15,800
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DDCｵﾌﾟｼｮﾝ       (CAV,VAV) ～ 15,000 m3/h 組 15,800

ｽｲｯﾁ類          (CAV,VAV) 全閉ｽｲｯﾁ（配線含まず） 台 6,000

ｽｲｯﾁ類          (CAV,VAV) 温度調整ｽｲｯﾁ（配線含まず） 台 11,500

ｽｲｯﾁ類          (CAV,VAV) 全閉＋温度調整ｽｲｯﾁ（配線含まず） 台 12,700
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