新規掲載資材等一覧2021年12月号
掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ５５８．８ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ６０９．６ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ６６０．４ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ７１１．２ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ７６２．０ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ８１２．８ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ８６３．６ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ９１４．４ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ９６５．２ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ１０１６．０ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ１０６６．８ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ１１１７．６ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

7

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管―エキストラ―

一般構造用炭素鋼鋼管エキストラ 寸法エキストラ 寸法エキストラ（電弧溶
接鋼管） 外径φ１２１９．２ｍｍ 肉厚８．７ｍｍ

245

歩道用横断防止柵―ブランド品―

歩道用横断防止柵 ＸＡＣ１１－７３０８Ｃ ビーム 厚２．３ｍｍ×外径４２．７
ｍｍ×スパン３，０００ｍｍ 支柱 厚２．８ｍｍ×外径７６．３ｍｍ 柵高８００
ｍｍ（Ｃ） １０．１ｋｇ／ｍ
積水樹脂

246

転落防止柵―ブランド品―

転落防止柵 ＸＡＴＣ１１－７２１１Ｃ パネル １，０００ｍｍ×３，０００ｍｍ 支
柱 厚２．８ｍｍ×外径７６．３ｍｍ 柵高１，１００ｍｍ（Ｃ） １３．２ｋｇ／ｍ
積水樹脂

248

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品―

高欄（アルミ製－形材式） ＯＫ－Ａ－ＳＰ－１００Ｋ 高１，０００ｍｍ スパン
２．０ｍ １３．７ｋｇ／ｍ
大阪高級鋳造鉄工

248

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品―

高欄（アルミ製－形材式） ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１００Ｋ 高１，０００ｍｍ スパ
ン２．０ｍ １２．０ｋｇ／ｍ
大阪高級鋳造鉄工

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

248

高欄（アルミ製－形材式）―ブランド品―

高欄（アルミ製－形材式） ＯＫ－ＡＲ－２ＳＰ－１１０Ｋ 高１，１００ｍｍ スパ
ン２．０ｍ １２．５ｋｇ／ｍ
大阪高級鋳造鉄工

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

住宅用ジョイナー
創建

Ｈ型５．５ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 亜鉛Ｈ－５．５

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

住宅用ジョイナー
創建

Ｈ型６．５ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 亜鉛Ｈ－６．５

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

住宅用ジョイナー コ型５．５ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 亜鉛ハゼ付き
５．５
創建

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

住宅用ジョイナー
創建

出隅５Ａ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 亜鉛出隅５Ａ

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

住宅用ジョイナー
創建

Ｌ型１５ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 亜鉛Ｌ－１５

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

住宅用ジョイナー
創建

Ｌ型４０ 厚０．２７ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 亜鉛Ｌ－４０

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

ビル用ジョイナー
創建

Ｈ型３．５ 厚１．０ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 塩ビＨＧ－３．５

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

ビル用ジョイナー
創建

Ｈ型６．５ 厚１．０ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 塩ビＨＧ－６．５

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

ビル用ジョイナー
創建

Ｈ型９．５ 厚１．０ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 塩ビＨＧ－９．５

476

ジョイナー・コーナー金物―ブランド品―

ビル用ジョイナー Ｈ型１２．５ 厚１．０ｍｍ 長１，８２０ｍｍ 塩ビＨＧ－１
２．５
創建

588

支持金物―ブランド品―

支持金物 フックス（トンネル用） ＨＵＸ－０６Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・
スプリングワッシャー付
タチバナ

588

支持金物―ブランド品―

支持金物 フックス（トンネル用） ＨＵＸ－０８Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・
スプリングワッシャー付
タチバナ

588

支持金物―ブランド品―

支持金物 フックス（トンネル用） ＨＵＸ－１０Ｎ アンカー・ナット・ワッシャー・
スプリングワッシャー付
タチバナ

625

テレビ共聴装置―ブランド品―

ブースタ Ｃ５０ＨＳ（２Ｋ・４Ｋ・８Ｋ対応） ＣＡＴＶ・ＢＳ／ＣＳ－ＩＦ用（ＣＡＴＶ帯
パス）
ＤＸアンテナ

639

電車線架線金具（ＪＲ用）

セクションインシュレーター コーンチャック形 ＤＣ１５００Ｖ ＧＴ１１０ホーン無

639

電車線架線金具（ＪＲ用）

セクションインシュレーター コーンチャック形 ＤＣ１５００Ｖ ＧＴ１１０ホーン有

639

電車線架線金具（ＪＲ用）

セクションインシュレーター コーンチャック形 ＤＣ１５００Ｖ ＧＴ１７０ホーン無

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

639

電車線架線金具（ＪＲ用）

セクションインシュレーター コーンチャック形 ＤＣ１５００Ｖ ＧＴ１７０ホーン有

767

ちゅう房器具（汎用）―ブランド品―

ちゅう房器具（汎用） ビルトインコンロ（グリル付き） ＲＨＢ７１Ｗ３１Ｅ１６ＶＣＳ
ＴＷ 天板幅７５０ ３口
リンナイ

772

鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 アコール ５０ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス用 ５０ｍｍ
角目 ポリエチレン単線
プロテクト

772

鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 アコール ２５ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス用 ２５ｍｍ
角目 ポリエチレン単線
プロテクト

772

鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 アコール ２０ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス・ムクドリ用
１８．５ｍｍ角目 ポリエチレン単線
プロテクト

772 鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 アコール １５ 防鳥ネット（難燃）鳩・カラス～小鳥
用 １５ｍｍ角目 ポリエチレン単線
プロテクト

772 鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 アコール ５０Ｓ 防鳥ネット（不燃）鳩・カラス用
５０ｍｍ角目 オールステンレス製
プロテクト

772 鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 ８０ 平面用 防鳥ワイヤー用
支柱＋台座（平面用） 高さ８０・１穴 オールステンレス製
プロテクト

772 鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １２０ 平面用 防鳥ワイヤー
用支柱＋台座（平面用） 高さ１２０・２穴 オールステンレス製
プロテクト

772 鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １３０ 平面用 防鳥ワイヤー
用支柱＋台座（平面用） 高さ１３０・曲げ・３穴 オールステンレス製
プロテクト

772 鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 ８０ パイプ・Ｒ用 防鳥ワイ
ヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用） 高さ８０・１穴 オールステンレス製
プロテクト

772 鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １２０ パイプ・Ｒ用 防鳥ワイ
ヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用） 高さ１２０・２穴 オールステンレス
製
プロテクト

772 鳥類飛来防止装置【公表価格】

鳥類飛来防止装置 防鳥ワイヤー支柱 １３０ パイプ・Ｒ用 防鳥ワイ
ヤー用支柱＋台座（パイプ・Ｒ用） 高さ１３０・曲げ・３穴 オールステン
レス製
プロテクト

779 視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】

視覚障害者誘導用点字シート エコ点字パネル ３００×３００ 誘導
用・警告用
アラオ

779 視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】

視覚障害者誘導用点字シート 点字パネル（ラバータイプ） ３００×３０
０ 誘導用・警告用
アラオ

779 視覚障害者誘導用点字シート【公表価格】

視覚障害者誘導用点字シート グリップ点字パネル ３００×３００ 誘
導用・警告用
アラオ

786 試験器・測定器【公表価格】

試験器・測定器 土中用土圧計 ＥＥＰ－５３００Ｃ－７ １～１０ｋｇｆ／ｃ
ｍ２
坂田電機

786 試験器・測定器【公表価格】

試験器・測定器 鉄筋計 ＫＳＡＴ－１０Ａ，１３Ａ，１６Ａ Ｄ１０，Ｄ１３，Ｄ
１６用 測温機能付
東京測器研究所

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

786 試験器・測定器【公表価格】

試験器・測定器 鉄筋計 ＫＳＡＴ－１９Ａ，２２Ａ，２５Ａ Ｄ１９，Ｄ２２，Ｄ
２５用 測温機能付
東京測器研究所

834 コンクリート防食工（上水道）【公表価格】

コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＷＩＣＣビーバー２工法
ＪＷＷＡ Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂（吹付け） 施工規模３
００ｍ２ 材工共
日米レジン

834 コンクリート防食工（上水道）【公表価格】

コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＮＲ工法 ＪＷＷＡ Ｋ １
４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共
日
米レジン

834 コンクリート防食工（上水道）【公表価格】

コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ＮＲ－Ｇ工法 ＪＷＷＡ
Ｋ １４３適合 無溶剤形エポキシ樹脂＋ガラスクロス 施工規模３００
ｍ２ 材工共
日米レジン

備考

新規掲載資材等一覧2021年11月号
掲載頁
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品名・工種

備考

79

特殊セメント（袋）―ブランド品―

特殊セメント（袋） ハイスタッフ 超微粒子注入材（コンクリートひび割れ用） １２
ｋｇ箱
日鉄セメント

172

ローリングタワー―ブランド品―

日工式 ＫＲＴ－２ ２段 作業床高３．３～３．５ｍ ２４０ｋｇ／組

日工セック

172

ローリングタワー―ブランド品―

日工式 ＫＲＴ－３ ３段 作業床高４．９～５．１ｍ ３１０ｋｇ／組

日工セック

172

ローリングタワー―ブランド品―

日工式 ＫＲＴ－４ ４段 作業床高６．５～６．８ｍ ３８０ｋｇ／組

日工セック

172

ローリングタワー―ブランド品―

日工式 ＫＲＴ－５ ５段 作業床高８．２～８．４ｍ ５２０ｋｇ／組

日工セック

187

ユニットハウス【公表価格】

コンテナハウス ＣＡＶ４０Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長５，７２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ
富士クオリティハウス

187

ユニットハウス【公表価格】

コンテナハウス ＣＡＶ５３Ａ 幅２，３５０ｍｍ 長７，５２０ｍｍ 高２，７００ｍｍ
富士クオリティハウス

202

特殊塗料【公表価格】

下水道用コンクリート防食被覆材 パーミクロンＡＧ＃２ エポキシ樹脂防食被
覆材 グレー・オリーブ 参考比重１．３ 容量１０ｋｇ
ビーオーケミカル

203

特殊塗料【公表価格】

重防食塗料 アロシット コンクリートプライマー 水中硬化型重防食エポキシ塗
料 ２８．９５ クリアー 参考比重１．１ 容量１．５ｋｇセット
Ａ＆Ｅシステムズ
ジャパン

228

道路鋲―ブランド品―

縁石鋲 セーフアイ ＳＢ型 反射面 片面（貼付式） 設置幅１００ｍｍ
刷毛製造

334

規格（簡易）水門【公表価格】

規格（簡易）水門 ＳＱ－１５００×１０００ フラップ（とうせんぼう） 扉体有効寸
法 １，５００ｍｍ×１，０００ｍｍ 扉体材質 ＦＲＰ 開閉機 不要
三協化成

342

橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間６０ｍｍ ＳＣ－Ａ３
０ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 秩父産業

342

橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 メタルジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間６０ｍｍ ＳＣ－Ａ３
０－ＷＧ 車道用 突合せ型 市場単価適用可 両側誘導板付 秩父産業

379

軽量盛土材―ブランド品―

軽量盛土材 ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｐ１００
成

浜島化

379

軽量盛土材―ブランド品―

軽量盛土材 ＥＰＳ軽量盛土用ブロック ＥＰＳジオブロック Ｐ１４０
成

浜島化

434

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン タイプＳＧ ＧＳ－ＳＧ
－０５Ｓ 幅１×長１０ｍ 植生マット・侵食防止材
前田工繊

434

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ガードレイン タイプＳＧ ＧＳ－ＳＧ
－１０Ｓ 幅１×長１０ｍ 植生マット・侵食防止材
前田工繊

大塚

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

509

特殊合板【公表価格】

防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅９１５ｍｍ×長１，８２５ｍｍ
消防庁登録（しな）
アサヒ建材

509

特殊合板【公表価格】

防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅９１５ｍｍ×長１，８２５
ｍｍ 消防庁登録（しな）
アサヒ建材

509

特殊合板【公表価格】

防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚２．５ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０
ｍｍ 消防庁登録（ラワン）
アサヒ建材

509

特殊合板【公表価格】

防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚３ｍｍ×幅９２０ｍｍ×長１，８３０ｍｍ
消防庁登録（ラワン）
アサヒ建材

509

特殊合板【公表価格】

防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０ｍｍ
消防庁登録（ラワン）
アサヒ建材

509

特殊合板【公表価格】

防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚４ｍｍ×幅１，２３０ｍｍ×長２，４４０
ｍｍ 消防庁登録（ラワン）
アサヒ建材

509

特殊合板【公表価格】

防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長１，８２０
ｍｍ 消防庁登録（ラワン）
アサヒ建材

509

特殊合板【公表価格】

防炎合板（Ｆ☆☆☆☆） アサヒフネン 厚５．５ｍｍ×幅１，２３０ｍｍ×長２，４
４０ｍｍ 消防庁登録（ラワン）
アサヒ建材

625

テレビ共聴装置―ブランド品―

ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ ＦＵＢＣＡＷ４３Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＦＭ・ＵＨＦ・ＢＳ／ＣＳ
－ＩＦ用
マスプロ電工

625

テレビ共聴装置―ブランド品―

ＵＨＦ・ＢＳ・ＣＳブースタ ＦＵＢＣＡＷ４６Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＦＭ・ＵＨＦ・ＢＳ／ＣＳ
－ＩＦ用
マスプロ電工

625

テレビ共聴装置―ブランド品―

ＣＡＴＶ・ＢＳ・ＣＳブースタ １０ＢＣＡＷ４０Ｓ（４Ｋ・８Ｋ対応） ＣＡＴＶ・ＢＳ／ＣＳ
－ＩＦ用
マスプロ電工

708

計器類

計器類 圧力計 ０．１０Ｍｐａ φ６０ １．６級 Ａ形

708

計器類

計器類 圧力計 ０．１６～４．００ＭＰａ φ６０ １．６級 Ａ形

708

計器類

計器類 圧力計 ６．００ＭＰａ φ６０ １．６級 Ａ形

708

計器類

計器類 圧力計 １０．００ＭＰａ φ６０ １．６級 Ａ形

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ２２４１Ｈ ８．０馬力 冷房
能力（定格）：２２．４ｋＷ 暖房能力（定格）：２５．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ２８０１Ｈ １０馬力 冷房能
力（定格）：２８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：３１．５ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ３３５１Ｈ １２馬力 冷房能
力（定格）：３３．５ｋＷ 暖房能力（定格）：３７．５ｋＷ 東芝キヤリア

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ４００１Ｈ １４馬力 冷房能
力（定格）：４０．０ｋＷ 暖房能力（定格）：４５．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ４５０１Ｈ １６馬力 冷房能
力（定格）：４５．０ｋＷ 暖房能力（定格）：５０．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＭＵＰ５００１Ｈ １８馬力 冷房能
力（定格）：５０．０ｋＷ 暖房能力（定格）：５６．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ５６０１Ｈ ２０馬力 冷房能力
（定格）：５６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：６３．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ６１５１Ｈ ２２馬力 冷房能力
（定格）：６１．５ｋＷ 暖房能力（定格）：６９．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ６７０１Ｈ ２４馬力 冷
房能力（定格）：６７．０ｋＷ 暖房能力（定格）：７７．５ｋＷ 東芝キヤリ
ア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ７３０１Ｈ ２６馬力 冷
房能力（定格）：７３．０ｋＷ 暖房能力（定格）：８２．５ｋＷ 東芝キヤリ
ア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ７７５１Ｈ ２８馬力 冷
房能力（定格）：７７．５ｋＷ 暖房能力（定格）：８７．５ｋＷ 東芝キヤリ
ア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ８５０１Ｈ ３０馬力 冷
房能力（定格）：８５．０ｋＷ 暖房能力（定格）：９５．０ｋＷ 東芝キヤリ
ア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ９００１Ｈ ３２馬力 冷
房能力（定格）：９０．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１００．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ９５０１Ｈ ３４馬力 冷
房能力（定格）：９５．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１０６．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１０００１Ｈ ３６馬力 冷
房能力（定格）：１００．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１１２．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１０６０１Ｈ ３８馬力 冷
房能力（定格）：１０６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１１８．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１１２０１Ｈ ４０馬力 冷
房能力（定格）：１１２．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１２５．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１１８０１Ｈ ４２馬力 冷
房能力（定格）：１１８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１３２．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１２２０１Ｈ ４４馬力 冷
房能力（定格）：１２２．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１４０．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１２８０１Ｈ ４６馬力 冷
房能力（定格）：１２８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１４５．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 室外ユニット ＭＭＹ－ＵＰ１３６０１Ｈ ４８馬力 冷
房能力（定格）：１３６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１５０．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
２８１Ｈ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋ
Ｗ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
３６１Ｈ １．２５馬力 冷房能力（定格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
４５１Ｈ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋ
Ｗ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
５６１Ｈ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋ
Ｗ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
７１１Ｈ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋ
Ｗ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
８０１Ｈ ３．０馬力 冷房能力（定格）：８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：９．０ｋ
Ｗ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
９０１Ｈ ３．２馬力 冷房能力（定格）：９．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１０．０
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
１１２１Ｈ ４．０馬力 冷房能力（定格）：１１．２ｋＷ 暖房能力（定格）：１
２．５ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
１４０１Ｈ ５．０馬力 冷房能力（定格）：１４．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１
６．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ４方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
１６０１Ｈ ６．０馬力 冷房能力（定格）：１６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１
８．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
２２１ＷＨ ０．８馬力 冷房能力（定格）：２．２ｋＷ 暖房能力（定格）：２．５
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
２８１ＷＨ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
３６１ＷＨ １．２５馬力 冷房能力（定格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．
０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
４５１ＷＨ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
５６１ＷＨ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
７１１ＷＨ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
８０１ＷＨ ３．０馬力 冷房能力（定格）：８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：９．０
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
９０１ＷＨ ３．２馬力 冷房能力（定格）：９．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１０．
０ｋＷ 東芝キヤリア

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
１１２１ＷＨ ４．０馬力 冷房能力（定格）：１１．２ｋＷ 暖房能力（定格）：１
２．５ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
１４０１ＷＨ ５．０馬力 冷房能力（定格）：１４．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１
６．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 ２方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
１６０１ＷＨ ６．０馬力 冷房能力（定格）：１６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１
８．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 １方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
４５１ＳＨ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 １方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
５６１ＳＨ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 １方向吹出しタイプ ＭＭＵ－ＵＰ
７１１ＳＨ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 小型タイプ（１方向吹出し） ＭＭ
Ｕ－ＵＰ２８１ＹＨ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定
格）：３．２ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井カセット形 小型タイプ（１方向吹出し） ＭＭ
Ｕ－ＵＰ３６１ＹＨ １．２５馬力 冷房能力（定格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定
格）：４．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ２２１
ＢＨ ０．８馬力 冷房能力（定格）：２．２ｋＷ 暖房能力（定格）：２．５ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ２８１
ＢＨ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ３６１
ＢＨ １．２５馬力 冷房能力（定格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ４５１
ＢＨ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ５６１
ＢＨ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ７１１
ＢＨ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ８０１
ＢＨ ３．０馬力 冷房能力（定格）：８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：９．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ９０１
ＢＨ ３．２馬力 冷房能力（定格）：９．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１０．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１１２
１ＢＨ ４．０馬力 冷房能力（定格）：１１．２ｋＷ 暖房能力（定格）：１２．５
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１４０
１ＢＨ ５．０馬力 冷房能力（定格）：１４．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１６．０
ｋＷ 東芝キヤリア

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ビルトインタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１６０
１ＢＨ ６．０馬力 冷房能力（定格）：１６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１８．０
ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ５６１Ｈ
２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東
芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ７１１Ｈ
２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東
芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ８０１Ｈ
３．０馬力 冷房能力（定格）：８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：９．０ｋＷ 東
芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１１２１Ｈ
４．０馬力 冷房能力（定格）：１１．２ｋＷ 暖房能力（定格）：１２．５ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ１４０１Ｈ
５．０馬力 冷房能力（定格）：１４．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１６．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ２２４１Ｈ
８．０馬力 冷房能力（定格）：２２．４ｋＷ 暖房能力（定格）：２５．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井埋込形 ダクトタイプ ＭＭＤ－ＵＰ２８０１Ｈ
１０馬力 冷房能力（定格）：２８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：３１．５ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ４５１Ｈ １．７馬力 冷房
能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ５６１Ｈ ２．０馬力 冷房
能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ７１１Ｈ ２．５馬力 冷房
能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ８０１Ｈ ３．０馬力 冷房
能力（定格）：８．０ｋＷ 暖房能力（定格）：９．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ１１２１Ｈ ４．０馬力 冷房
能力（定格）：１１．２ｋＷ 暖房能力（定格）：１２．５ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ１４０１Ｈ ５．０馬力 冷房
能力（定格）：１４．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１６．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 天井吊形 ＭＭＣ－ＵＰ１６０１Ｈ ６．０馬力 冷房
能力（定格）：１６．０ｋＷ 暖房能力（定格）：１８．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ２８１Ｈ １．０馬力 冷房能
力（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ３６１Ｈ １．２５馬力 冷房能
力（定格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ４５１Ｈ １．７馬力 冷房能
力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤリア

備考
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Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ５６１Ｈ ２．０馬力 冷房能
力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 壁掛形 ＭＭＫ－ＵＰ７１１Ｈ ２．５馬力 冷房能
力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ２８１
ＢＨ １．０馬力 冷房能力（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ３６１
ＢＨ １．２５馬力 冷房能力（定格）：３．６ｋＷ 暖房能力（定格）：４．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ４５１
ＢＨ １．７馬力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ５６１
ＢＨ ２．０馬力 冷房能力（定格）：５．６ｋＷ 暖房能力（定格）：６．３ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 床置形 ローボーイ埋込タイプ ＭＭＬ－ＵＰ７１１
ＢＨ ２．５馬力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ
東芝キヤリア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ ＭＭＬ－ＵＰ２８１Ｈ １．０馬
力 冷房能力（定格）：２．８ｋＷ 暖房能力（定格）：３．２ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ ＭＭＬ－ＵＰ４５１Ｈ １．７馬
力 冷房能力（定格）：４．５ｋＷ 暖房能力（定格）：５．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ビル用マルチエアコン【公表価格】

ビル用マルチエアコン 床置形 サイドタイプ ＭＭＬ－ＵＰ７１１Ｈ ２．５馬
力 冷房能力（定格）：７．１ｋＷ 暖房能力（定格）：８．０ｋＷ 東芝キヤ
リア

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 工具本体 ＭＲＸ－２７００Ｘ ２３ｍ
ｍアダプター、スチールアクセルバー付
Ｇ－ＴｏｏＬ

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 工具本体 ＭＢＸ－３５００Ｘ カプ
ラ、２３ｍｍアダプター、スチールアクセルバー付
Ｇ－ＴｏｏＬ

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：Ｂ２３－１０ スチールブラシ
（２３ｍｍ）１０本／セット
Ｇ－ＴｏｏＬ

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：Ｂ２３－１０Ｓ ステンレスブ
ラシ（２３ｍｍ）１０本／セット
Ｇ－ＴｏｏＬ

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－２３ スチールアクセ
ルバー（２３ｍｍ）５本／セット
Ｇ－ＴｏｏＬ

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－２３Ｓ ステンレスアク
セルバー（２３ｍｍ）５本／セット
Ｇ－ＴｏｏＬ

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：Ｂ１１－１０ スチールブラシ
（１１ｍｍ）１０本／セット
Ｇ－ＴｏｏＬ

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：Ｂ１１－１０Ｓ ステンレスブ
ラシ（１１ｍｍ）１０本／セット
Ｇ－ＴｏｏＬ

備考
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Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－１１ スチールアクセ
ルバー（１１ｍｍ）５本／セット
Ｇ－ＴｏｏＬ

Web ケレン用工具―ブランド品―

ケレン用工具 ブリストルブラスター 補充品：ＢＡ－１１Ｓ ステンレスアク
セルバー（１１ｍｍ）５本／セット
Ｇ－ＴｏｏＬ

786 試験器・測定器【公表価格】

試験器・測定器 土の自動三軸圧縮試験機「ハイマルチⅡ」 ＭＩＳ－２３
５－１－７８型 ４連タイプ 垂直荷重５ｋＮ×４連
マルイ

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＳ＋型 ８５０ｍｍ×１，１２５ｍｍ
水洗式 １～１２カ月
日建リース工業

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＳ＋型 ８５０ｍｍ×１，１２５ｍｍ
水洗式 １２カ月超
日建リース工業

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＧＸ－ＡＳ＋型 ８５０ｍｍ
×１，１２５ｍｍ 水洗式
日建リース工業

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＱＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ
簡易水洗式 １～１２カ月
日建リース工業

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＧＸ－ＡＱＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ
簡易水洗式 １２カ月超
日建リース工業

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＧＸ－ＡＱＰ＋型 ８５０ｍｍ
×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式
日建リース工業

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＬＸ－ＷＣＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ
簡易水洗式 １～１２カ月
日建リース工業

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 賃貸料 ＬＸ－ＷＣＰ＋型 ８５０ｍｍ×１，５９０ｍｍ
簡易水洗式 １２カ月超
日建リース工業

826 仮設トイレ賃貸料金―ブランド品―

仮設トイレ賃貸料金 基本料（設置・撤去費） ＬＸ－ＷＣＰ＋型 ８５０ｍｍ
×１，５９０ｍｍ 簡易水洗式
日建リース工業

829 発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】

発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－８ＭＳ 負荷
容量６，２００ｋＷ 電圧６，６００Ｖ オペレータ付き
辰巳菱機

829 発電設備検査装置賃貸料金【公表価格】

発電設備検査装置賃貸料金 賃貸料 乾式負荷装置 Ｈ－３０ＵＴ 負荷
容量２５０ｋＷ 電圧６，６００Ｖ オペレータ付き
辰巳菱機

834 コンクリート防食工（上水道）【公表価格】

コンクリート防食工（上水道） 上水道施設用 ショウゼットサファイアコー
ト１６０工法 ＪＷＷＡ Ｋ １６０適合 環境対応型水系樹脂 施工規模３０
０ｍ２ 材工共 昭和電工建材

847 特殊舗装工（本工事）【公表価格】

特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，１５０ｍｍ
×１５ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３．５箇所 材工共 ニチレキ

847 特殊舗装工（本工事）【公表価格】

特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，２００ｍｍ
×２５ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３．５箇所 材工共 ニチレキ

847 特殊舗装工（本工事）【公表価格】

特殊舗装工（本工事） 人孔関連工事 ＭＲ２－ＡＢ工法 φ１，４００ｍｍ
×２５ｃｍ 鉄蓋含まず 施工規模３．５箇所 材工共 ニチレキ

備考

新規掲載資材等一覧2021年10月号
掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

ＨＤボルト－１ Ｄ２２ Ｌ＝１，０００ｍｍ ＳＤ３４５（めっき＋飽和ポリエステル
付き）
弘和産業

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

ＨＤボルト－１ Ｄ２５ Ｌ＝１，０００ｍｍ ＳＤ３４５（めっき＋飽和ポリエステル
付き）
弘和産業

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

ＨＤボルト－２ Ｄ１９ Ｌ＝１，０００ｍｍ ＳＤ３４５（めっき付き）

弘和産業

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

ＨＤボルト－２ Ｄ２２ Ｌ＝１，０００ｍｍ ＳＤ３４５（めっき付き）

弘和産業

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

ＨＤボルト－２ Ｄ２５ Ｌ＝１，０００ｍｍ ＳＤ３４５（めっき付き）

弘和産業

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

溝付プレート １５０×１５０×９ｍｍ（めっき付き）

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

ＨＤカプラー Ｄ１９

弘和産業

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

ＨＤカプラー Ｄ２２

弘和産業

Web ロックボルト（法面用）―ブランド品―

ＨＤカプラー Ｄ２５

弘和産業

188

簡易物置【公表価格】

イナバ物置 ＦＳ－１８０９Ｓ ０．５２坪／棟

稲葉製作所

188

簡易物置【公表価格】

イナバ物置 ＦＳ－１８１４Ｓ ０．７４坪／棟

稲葉製作所

188

簡易物置【公表価格】

イナバ物置 ＦＳ－２２１４Ｓ ０．９２坪／棟

稲葉製作所

188

簡易物置【公表価格】

イナバ物置 ＦＳ－１４２６Ｓ １．０９坪／棟

稲葉製作所

188

簡易物置【公表価格】

イナバ物置 ＦＳ－２６１８Ｓ １．４３坪／棟

稲葉製作所

188

簡易物置【公表価格】

イナバ物置 ＦＳ－３０１８Ｓ １．６５坪／棟

稲葉製作所

222

常温合材―ブランド品―

常温合材 エース・パッチ ２０ｋｇ入（水硬型）

223

舗装用クラック防止材―ブランド品―

グラスグリッドＣＧ１００Ｌ 幅１５０ｃｍ×１００ｍ

弘和産業

美松工業

アークノハラ

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

479

建築用鋼製下地材（壁・天井）―ブランド品―

建築用鋼製下地材（壁・天井） アングルスタッド ＡＳ８３５－１８００ 幅３５ｍｍ
×高７ｍｍ×板厚０．８ｍｍ 長１．８ｍ
ニチラス

505

コルクタイル―ブランド品―

コルクタイル トッパーコルク ＡＷ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍ
ｍ 特殊樹脂ワックス仕上げ
東亜コルク

505

コルクタイル―ブランド品―

コルクタイル トッパーコルク ＣＫ－Ｎ５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×長３００ｍ
ｍ セラミック仕上げ
東亜コルク

511

スレートボード（特殊品）―ブランド品―

スレートボード（特殊品） 素板 ガードパネルＮ 厚１６．５ｍｍ×幅９１０ｍｍ×
長２，４２０ｍｍ
エーアンドエーマテリアル

511

スレートボード（特殊品）―ブランド品―

スレートボード（特殊品） 素板 セルフレックス 厚２０ｍｍ×幅９１０ｍｍ×長
１，８２０ｍｍ
エーアンドエーマテリアル

518

壁装材―ブランド品―

壁装材 サンゲツクロス Ｋ－５０２－１ 掲示板用クロス

518

壁装材―ブランド品―

壁装材 サンゲツクロス ＳＧＢ－２１５９ 織物クロス

518

壁装材―ブランド品―

壁装材 サンゲツクロス ＳＧＢ－２２５６ 紙布

518

壁装材―ブランド品―

壁装材 サンゲツクロス ＳＧＢ－２２９１ 珪藻土・じゅらく

525

カーテン―ブランド品―

カーテン レース ミラー調レース ＰＫ９６２７ ポリエステル１００ グリーン購入
法適応品 幅１．０ｍ 色数１
サンゲツ

525

カーテン―ブランド品―

カーテン レース レース ＰＫ９５７３ ポリエステル１００ 幅１．０ｍ 色数１
ンゲツ

525

カーテン―ブランド品―

カーテン プレーン ミズーリ ポリエステル１００ グリーン購入法適応品 幅２．０
ｍ 色数４
サンゲツ

526

ブラインド―ブランド品―

木製ブラインド フォレティアチェーン２５Ｒ 幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ
チェーン操作
立川ブラインド工業

526

ブラインド―ブランド品―

木製ブラインド フォレティアチェーン５０Ｒ 幅１，８００ｍｍ×高１，８００ｍｍ
チェーン操作
立川ブラインド工業

631

パンザーマスト【公表価格】

防災行政無線用パンザーマスト Ｒ－３１３ＳＭ 長１７．６４ｍ 末口１７．１ｃｍ
元口５６．９ｃｍ ４６７ｋｇ 日鉄建材

631

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト付属品 足場ボルト

サンゲツ

サンゲツ

サンゲツ

サンゲツ

サ

日鉄建材

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径６５
積水化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ 呼び径７５
積水化学工業

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦチーズ 呼び径７５×４０
積水化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径４０
積水化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ フランジ短管 呼び径６５
積水化学工業

773

焼却炉【公表価格】

焼却炉 ＰＳＭ－１０ 幅８５０ｍｍ 奥行１，１００ｍｍ 高１，２４５ｍｍ 容積０．２
０ｍ３ ペット火葬炉 インシナー工業

773

焼却炉【公表価格】

焼却炉 ＰＳＭ－２０ 幅９５０ｍｍ 奥行１，１７５ｍｍ 高１，４０５ｍｍ 容積０．３
２ｍ３ ペット火葬炉 インシナー工業

773 焼却炉【公表価格】

焼却炉 ＡＫ１００ 幅１，４５５ｍｍ 奥行２，３４０ｍｍ 高２，１６５ｍｍ 容
積１．１１ｍ３ 動物，汚物再燃焼焼却炉 インシナー工業

773 焼却炉【公表価格】

焼却炉 ＡＫ１５０ 幅１，６５５ｍｍ 奥行２，８２５ｍｍ 高２，２４５ｍｍ 容
積１．６２ｍ３ 動物，汚物再燃焼焼却炉 インシナー工業

773 焼却炉【公表価格】

焼却炉 ＡＫＳ－１８Ｓ 幅１，９５０ｍｍ 奥行３，３１０ｍｍ 高１，９５０ｍｍ
容積２．５５ｍ３ 動物，汚物再燃焼焼却炉 インシナー工業

801 建設機械賃貸料金

建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地 ２０ｔ級 排出ガス対
策型～２次基準 賃貸期間１カ月未満

852 グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】

グランド・コート舗装工（全天候型表層） 人工芝 セーフティターフＭＦＪ
－６５ ロングパイル人工芝 草丈６５ｍｍ 多目的グランド用 材工共
泉州敷物

備考

新規掲載資材等一覧2021年09月号
掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

377

ベントナイト―ブランド品―

ベントナイト ネオクレイ メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入

ホージュン

377

ベントナイト―ブランド品―

ベントナイト ネオマッド メッシュ２５０ ２５ｋｇ袋入

ホージュン

434

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ロンケットＤＸ ４型 幅１×長５ｍ
軟岩Ⅰ・硬質土壌用 植生マット
ロンタイ

535

フェンス用鋼管基礎

フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×６００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっ
き

535

フェンス用鋼管基礎

フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×７００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっ
き

535

フェンス用鋼管基礎

フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×８００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっ
き

535

フェンス用鋼管基礎

フェンス用鋼管基礎 φ１１４．３×３．５×９００ｍｍ ＳＴＫ４００ 溶融亜鉛めっ
き

761

排水金具―ブランド品―

排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ４０ｍｍ

伊藤鉄工

761 排水金具―ブランド品―

排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ５０ｍｍ

伊藤鉄工

761 排水金具―ブランド品―

排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ６５ｍｍ

伊藤鉄工

761 排水金具―ブランド品―

排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ ８０ｍｍ

伊藤鉄工

761 排水金具―ブランド品―

排水金具 浴槽用 Ｐ３ＣＡＫＳ １００ｍｍ

761 排水金具―ブランド品―

排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＡＯＨＳ ５０ｍｍ

伊藤鉄工

761 排水金具―ブランド品―

排水金具 洗濯機用 Ｔ５ＢＯＨＳ ５０ｍｍ

伊藤鉄工

765 ユニットバス―ブランド品―

ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＶ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×
高２，００８ｍｍ
ＴＯＴＯ

765 ユニットバス―ブランド品―

ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＤ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×
高２，００８ｍｍ
ＴＯＴＯ

伊藤鉄工

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

765 ユニットバス―ブランド品―

ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＫ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×
高２，００８ｍｍ
ＴＯＴＯ

765 ユニットバス―ブランド品―

ユニットバス ＲＷＶ１２１６ＵＳ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×
高２，００８ｍｍ
ＴＯＴＯ

765 ユニットバス―ブランド品―

ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＶ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×
高２，００８ｍｍ
ＴＯＴＯ

765 ユニットバス―ブランド品―

ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＤ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×
高２，００８ｍｍ
ＴＯＴＯ

765 ユニットバス―ブランド品―

ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＫ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×
高２，００８ｍｍ
ＴＯＴＯ

765 ユニットバス―ブランド品―

ユニットバス ＲＷＶ１４１８ＵＳ 奥行１，４００ｍｍ×間口１，８００ｍｍ×
高２，００８ｍｍ
ＴＯＴＯ

765 洗面化粧台（ユニット）―ブランド品―

洗面化粧台（ユニット） ＬＤＳＭＬ０９０ＢＵＧＥＺ１Ａ／ＬＭＳＭＬ０９０Ａ２Ｒ
ＬＨ１Ｇ 幅９００ｍｍ×奥行５８０ｍｍ×高１，９００ｍｍ 住宅向け車いす
対応洗面
ＴＯＴＯ

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＳＭＪ
－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間１２０ｍｍ ＳＭＪ
－３０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１５０ｍｍ ＳＭＪ
－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１８０ｍｍ ＳＭＪ
－７０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 スマートジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間２４０ｍｍ ＳＭ
Ｊ－１００ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 ショーボンドマテリアル

Web 固化材（特殊品）―ブランド品―

固化材（特殊品） その他固化材 ハーデンＡｃｅ＋ 高有機質・有機質浚渫土用
フレコン
アグロジャパン

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ ２０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ ３０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ ４０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ ５０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ ６５ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ ８０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ １００ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ １２５ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ １５０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス 半割れタイプ ２００ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ ２０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ ３０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ ４０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ ５０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ ６５ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ ８０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ １００ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ １２５ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ １５０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス 半割れタイプ ２００ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス クイック ５０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス クイック ８０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

パックンレックス クイック １００ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス クイック ５０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス クイック ８０ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

Web 波付硬質合成樹脂管―ブランド品―

難燃パックンレックス クイック １００ｍｍ 定尺４ｍ

未来工業

新規掲載資材等一覧2021年08月号
掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

168

特殊木材―ブランド品―

特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ
×幅１２０ｍｍ×厚１８ｍｍ 羽目板 水蒸気式高温熱処理木材
越井木材
工業

168

特殊木材―ブランド品―

特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ
×幅８５ｍｍ×厚１２ｍｍ 羽目板 水蒸気式高温熱処理木材
越井木材工
業

168

特殊木材―ブランド品―

特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモスギ 上小節 長３，０００ｍｍ
×幅１３０ｍｍ×厚１８ｍｍ 水蒸気式高温熱処理木材
越井木材工業

168

特殊木材―ブランド品―

特殊木材 外装・外構用 コシイ・スーパーサーモヒノキ 特一等 長３，０００ｍｍ
×幅７７ｍｍ×厚３５ｍｍ 水蒸気式高温熱処理木材
越井木材工業

168

特殊木材―ブランド品―

特殊木材 外装・外構用 マクセラムＰＬ 長１，８００ｍｍ×幅１４３ｍｍ×厚２１
ｍｍ 高耐久性樹脂含浸単板積層材
越井木材工業

177

埋設型枠―ブランド品―

埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＡタイプ ＤＭ１０－１００ 厚３８ｍｍ×幅１，０
００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製
フリー工業

177

埋設型枠―ブランド品―

埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＡタイプ ＤＭ５－１００ 厚３８ｍｍ×幅５００
ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製
フリー工業

177

埋設型枠―ブランド品―

埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＢタイプ ＢＭ１０－１００ 厚３８ｍｍ×幅１，
０００ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製
フリー工業

177

埋設型枠―ブランド品―

埋設・埋設化粧型枠 デコメッシュＢタイプ ＢＭ５－１００ 厚３８ｍｍ×幅５００
ｍｍ×長１，０００ｍｍ 鋼製
フリー工業

243

ガードレール関連製品―ブランド品―

ガードレール関連製品 リーフキャップ 再生フッ素樹脂 φ１３９．８ｍｍ用 無
着色（白）
Ｇテクノ

243

ガードレール関連製品―ブランド品―

ガードレール関連製品 リーフキャップ 再生フッ素樹脂 φ１１４．３ｍｍ用 無
着色（白）
Ｇテクノ

243

ガードレール関連製品―ブランド品―

ガードレール関連製品 リーフキャップ 再生フッ素樹脂 φ１３９．８ｍｍ用 着
色（ダークブラウン）
Ｇテクノ

243

ガードレール関連製品―ブランド品―

ガードレール関連製品 リーフキャップ 再生フッ素樹脂 φ１１４．３ｍｍ用 着
色（ダークブラウン）
Ｇテクノ

432

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ボンテラ浸食防止マット ＣＪ２ 幅
１．１×長２０ｍ 侵食防止材
ウエスコットイースト

432

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ボンテラ植生基盤ネット ＣＦ７ 幅
１．０×長１５ｍ 繊維ネット・侵食防止材
ウエスコットイースト

433

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット
シカ対策用 ＢＤ－５０
西岡国昭建設

433

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 特殊袋状マット
シカ対策用 ＢＤ－７０
西岡国昭建設

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

433

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状
マット シカ対策用 ＢＦＤ－３０
西岡国昭建設

433

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状
マット シカ対策用 ＢＦＤ－５０
西岡国昭建設

433

のり面緑化材―ブランド品―

人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ソウケンフォーム 法枠用特殊袋状
マット シカ対策用 ＢＦＤ－７０
西岡国昭建設

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２００ ボルト固定式

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２００ インサート付

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ボディ管 ロータス管 φ２５０ ボルト固定式

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ボディ管 ダクトスリーブ φ２５０ インサート付

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長５ｍ １７．
２４ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長１ｍ ５Ｒ
１０Ｒ ３．９４ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１００

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１００ １７５ｍｍピッチ

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１２５ 有効長５ｍ ２５．
９０ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１２５ 有効長１ｍ ５Ｒ
１０Ｒ ５．９１ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１２５

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１２５ １８５ｍｍピッチ

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長５ｍ ２８．
０６ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長１ｍ ５Ｒ
１０Ｒ ６．４０ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 ダクトスリーブ φ１３０

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＣＣＶＰ管 管枕 φ１３０ １７５ｍｍピッチ

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長５ｍ １８．
２ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１００ 有効長１ｍ ５Ｒ
１０Ｒ ４．１７ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 直管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長５ｍ ２９．
７ｋｇ／本

573

電線共同溝用管路材

電線共同溝用管路材 ＥＣＶＰ管 曲管（ゴム輪受口） φ１３０ 有効長１ｍ ５Ｒ
１０Ｒ ６．３８ｋｇ／本

備考

新規掲載資材等一覧2021年07月号
掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

65

あと施工アンカー―ブランド品―

ナイロンプラグ Ｓ５ ５×２５

フィッシャージャパン

65

あと施工アンカー―ブランド品―

ナイロンプラグ Ｓ６ ６×３０

フィッシャージャパン

65

あと施工アンカー―ブランド品―

ナイロンプラグ Ｓ８ ８×４０

フィッシャージャパン

65

あと施工アンカー―ブランド品―

拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４ １４×６０ Ｍ１０×１０２ ＳＵＳ３１６
フィッシャージャパン

65

あと施工アンカー―ブランド品―

拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４ １８×８０ Ｍ１２×１５６ ＳＵＳ３１６
フィッシャージャパン

65

あと施工アンカー―ブランド品―

拡底式アンカーＦＺＡ Ａ４ ２２×１００ Ｍ１６×１８４ ＳＵＳ３１６
フィッシャージャパン

340

橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０ｍｍ ＫＭＳ
Ⅲ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
橋梁メンテナンス

340

橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８５ｍｍ ＫＭＳ
Ⅲ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
橋梁メンテナンス

340

橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 ＫＭＳジョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１００ｍｍ ＫＭ
ＳⅢ－５０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可
橋梁メンテナンス

360

コンクリート擁壁―ブランド品―

コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ７５ 高７５０ｍｍ
×長２，０００ｍｍ ５８０ｋｇ／個
藤林コンクリート工業

360

コンクリート擁壁―ブランド品―

コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ１００ 高１，０００
ｍｍ×長２，０００ｍｍ ７４０ｋｇ／個
藤林コンクリート工業

360

コンクリート擁壁―ブランド品―

コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ１２５ 高１，２５０
ｍｍ×長２，０００ｍｍ ９９０ｋｇ／個
藤林コンクリート工業

360

コンクリート擁壁―ブランド品―

コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ１５０ 高１，５００
ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，２１０ｋｇ／個
藤林コンクリート工業

360

コンクリート擁壁―ブランド品―

コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ１７５ 高１，７５０
ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，５６０ｋｇ／個
藤林コンクリート工業

360

コンクリート擁壁―ブランド品―

コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ２００ 高２，０００
ｍｍ×長２，０００ｍｍ １，８２０ｋｇ／個
藤林コンクリート工業

360

コンクリート擁壁―ブランド品―

コンクリート擁壁 法止ブロック ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２ ＦＬ－ＪＬ２２５ 高２，２５０
ｍｍ×長２，０００ｍｍ ２，１９０ｋｇ／個
藤林コンクリート工業

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

381

のり面防護材―ブランド品―

のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム
８０ 専用支圧板含む
フリー工業

ＦＩＴ２５Ｎ－４

381

のり面防護材―ブランド品―

のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム
７０ 専用支圧板含む
フリー工業

ＦＩＴ２５Ｎ－７

381

のり面防護材―ブランド品―

のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム
８０ 専用支圧板含む
フリー工業

ＦＩＴ３０Ｎ－４

381

のり面防護材―ブランド品―

のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム
７０ 専用支圧板含む
フリー工業

ＦＩＴ３０Ｎ－７

381

のり面防護材―ブランド品―

のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム
８０ 専用支圧板含む
フリー工業

ＦＩＴ２５Ｗ－４

381

のり面防護材―ブランド品―

のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム
０００ 専用支圧板含む
フリー工業

ＦＩＴ２５Ｗ－１

381

のり面防護材―ブランド品―

のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム
８０ 専用支圧板含む
フリー工業

ＦＩＴ３０Ｗ－４

381

のり面防護材―ブランド品―

のり面防護材 受圧板 現場打ち用型枠材 フィットフレーム
０００ 専用支圧板含む
フリー工業

ＦＩＴ３０Ｗ－１

450

公園補助資材―ブランド品―

人工芝生 メモリーターフ ＭＴ２８－０２１０ ２ｍ幅×１０ｍ
オンビズ

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅰ形 １３ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅰ形 １６ｍ
ｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ２０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ２５ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ３０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ４０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ５０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １３ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

ユニ

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １６ｍ
ｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ２０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ２５ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ３０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ４０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ５０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ６５ｍ
ｍ メーカー規格

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ７５ｍ
ｍ メーカー規格

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＴＳ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １００
ｍｍ メーカー規格

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅰ形 １３ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅰ形 １６ｍ
ｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ２０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ２５ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ３０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ４０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅰ形 ５０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １３ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １６ｍ
ｍ×１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ２０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ２５ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ３０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ４０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ５０ｍ
ｍ ＪＩＳ Ｋ ６７４３

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ６５ｍ
ｍ メーカー規格

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 ７５ｍ
ｍ メーカー規格

694

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ・ＨＩ）

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 ＨＩ 金属入バルブソケット Ⅱ形 １００ｍ
ｍ メーカー規格

備考

新規掲載資材等一覧2021年06月号
掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

278

特殊グレーチング―ブランド品―

特殊グレーチング ハイテンカルバートクリエイター ＣＣ－ＣＪ－Ｐ ＣＣ－ＣＪ－
Ｐ 荷重Ｔ－２５ 幅３８０ｍｍ×長９９５ｍｍ×高３８＋２ｍｍ １７．９ｋｇ／枚
宝機材

278

特殊グレーチング―ブランド品―

特殊グレーチング ハイテンスリットクリエイター ＳＣ－ＣＪ－Ｓ ＳＣ－ＣＪ－Ｓ
荷重Ｔ－２５ 幅３８０ｍｍ×長９９８ｍｍ×高３８＋２（９５）ｍｍ ２４．６ｋｇ／枚
宝機材

278

特殊グレーチング―ブランド品―

特殊グレーチング ハイテンドレーンクリエイター Ｃ－ＮＢＨ Ｃ－ＮＢＨ 荷重Ｔ
－２５ 長９９５ｍｍ×幅１４０ｍｍ×高２５ｍｍ ２２．５ｋｇ／組
宝機材

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ ３
００ｍｍ×１，０００ｍｍ ＧＲＵ－３０ＡＸ１００－１０Ｌ ３００ｍｍ×１，０００ｍｍ
日之出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ ３０
０ｍｍ×７５０ｍｍ ＧＲＵ－３０ＡＸ７５－１０Ｌ ３００ｍｍ×７５０ｍｍ
日之
出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ ３０
０ｍｍ×５００ｍｍ ＧＲＵ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ ３００ｍｍ×５００ｍｍ
日之
出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ ４
００ｍｍ×１，０００ｍｍ ＧＲＵ－４０ＡＸ１００－１０Ｌ ４００ｍｍ×１，０００ｍｍ
日之出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ ４０
０ｍｍ×７５０ｍｍ ＧＲＵ－４０ＡＸ７５－１０Ｌ ４００ｍｍ×７５０ｍｍ
日之
出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ ４０
０ｍｍ×５００ｍｍ ＧＲＵ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ ４００ｍｍ×５００ｍｍ
日之
出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ ５
００ｍｍ×１，０００ｍｍ ＧＲＵ－５０ＡＸ１００－１０Ｌ ５００ｍｍ×１，０００ｍｍ
日之出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ ５０
０ｍｍ×７５０ｍｍ ＧＲＵ－５０ＡＸ７５－１０Ｌ ５００ｍｍ×７５０ｍｍ
日之
出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ ５０
０ｍｍ×５００ｍｍ ＧＲＵ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ ５００ｍｍ×５００ｍｍ
日之
出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－３０ＡＸ５０
－１０Ｌ ３００ｍｍ×５００ｍｍ ＧＲＡ－３０ＡＸ５０－１０Ｌ ３００ｍｍ×５００ｍ
ｍ
日之出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－４０ＡＸ５０
－１０Ｌ ４００ｍｍ×５００ｍｍ ＧＲＡ－４０ＡＸ５０－１０Ｌ ４００ｍｍ×５００ｍ
ｍ
日之出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 横断用溝ぶた（開口タイプ） ＧＲＡ－５０ＡＸ５０
－１０Ｌ ５００ｍｍ×５００ｍｍ ＧＲＡ－５０ＡＸ５０－１０Ｌ ５００ｍｍ×５００ｍ
ｍ
日之出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ ５０
０ｍｍ×５００ｍｍ ＧＷＡ－５０ＡＸ５０－１０ＬＫ ５００ｍｍ×５００ｍｍ
日
之出水道機器

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ ６０
０ｍｍ×６００ｍｍ ＧＷＡ－６０ＡＸ６０－１０ＬＫ ６００ｍｍ×６００ｍｍ
日
之出水道機器

279

ダクタイル鋳鉄製グレーチング―ブランド品―

ダクタイル鋳鉄製グレーチング 集水桝ぶた ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ ７０
０ｍｍ×７００ｍｍ ＧＷＡ－７０ＡＸ７０－１０ＬＫ ７００ｍｍ×７００ｍｍ
日
之出水道機器

376

固化材（特殊品）―ブランド品―

固化材（特殊品） 石灰系 ドライムソフトＬＳ ドライムソフトＬＳ 生石灰系発塵抑
制型 フレコン
吉澤石灰工業

613

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―

街路灯 ＸＹ５７５５ＫＬＥ９ ３，０３０ｌｍ ３，０３０ｌｍ

パナソニック

613

ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブランド品―

街路灯 ＸＹ５８５０ＫＬＥ９ ６，０６０ｌｍ ６，０６０ｌｍ

パナソニック

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０－８Ｌ ＨＦ８０相当 ＨＦ８０相当 ランク
Ｍ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし かがつう

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＫＬＥ－１１４０Ｓ－８Ｌ ＨＦ８０相当 ＨＦ８０相当 ランク
Ｍ １０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり かがつう

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ ＥＦ４５°エ
ルボ 呼び径２０ かんたんクランプ付き
積水化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ ＥＦ４５°エ
ルボ 呼び径２５ かんたんクランプ付き
積水化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ ＥＦ４５°エ
ルボ 呼び径３０
積水化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ ＥＦ４５°エ
ルボ 呼び径４０
積水化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦ４５°エルボ ＥＦ４５°エ
ルボ 呼び径５０
積水化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント ＥＦス
クリュージョイント エラスジョイント 呼び径２０ かんたんクランプ付き
積水
化学工業

Web 建築設備用ポリエチレン管―ブランド品―

建築設備用ポリエチレン管 エスロハイパーＡＷ ＥＦスクリュージョイント ＥＦス
クリュージョイント エラスジョイント 呼び径２５ かんたんクランプ付き
積水
化学工業

760

排水金具

排水金具 排水金物（床用） Ｃ Ｃ ４０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工
事標準図－機械設備工事編）

760

排水金具

排水金具 排水金物（床用） Ｃ Ｃ ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工
事標準図－機械設備工事編）

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

760

排水金具

排水金具 排水金物（床用） Ｃ Ｃ ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共建築設備工
事標準図－機械設備工事編）

760

排水金具

排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） Ｃ（ＳＵ） ５０ｍｍ 国土交通省規格（公共
建築設備工事標準図－機械設備工事編）

760

排水金具

排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） Ｃ（ＳＵ） ８０ｍｍ 国土交通省規格（公共
建築設備工事標準図－機械設備工事編）

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ Ｔ５Ａ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ Ｔ５Ａ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ Ｔ５Ａ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ Ｔ５Ａ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ Ｔ５Ａ １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ Ｔ５Ｂ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ Ｔ５Ｂ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ Ｔ５Ｂ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ Ｔ５Ｂ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ Ｔ５Ｂ １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） Ｔ５Ａ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） Ｔ５Ａ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） Ｔ５Ａ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） Ｔ５Ａ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ａ（ＳＵ） Ｔ５Ａ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格
外

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） Ｔ５Ｂ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 わん形床排水トラップ Ｔ５Ｂ（ＳＵ） Ｔ５Ｂ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ） Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規
格

760

排水金具

排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ） Ｔ１４ＡＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規
格

760

排水金具

排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ） Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規
格

760

排水金具

排水金具 金属流し用トラップ Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ） Ｔ１４ＡＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規
格

760

排水金具

排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ） Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ Ｊ
ＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ） Ｔ１４ＢＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ Ｊ
ＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ） Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ Ｊ
ＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 コンクリート流し用トラップ Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ） Ｔ１４ＢＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ Ｊ
ＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ＶＣ－ＢＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ＶＣ－ＢＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ＶＣ－ＢＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ＶＣ－ＢＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ＶＣ－ＢＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ＶＣ－ＢＡ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＢＡ ＶＣ－ＢＡ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ＶＣ－ＥＦ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ＶＣ－ＥＦ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ＶＣ－ＥＦ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ＶＣ－ＥＦ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ＶＣ－ＥＦ １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ＶＣ－ＥＦ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＦ ＶＣ－ＥＦ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ＶＣ－ＥＡ ４０ｍｍ ＪＣＷ規格外

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ＶＣ－ＥＡ ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ＶＣ－ＥＡ ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

備考

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ＶＣ－ＥＡ ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ＶＣ－ＥＡ １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ＶＣ－ＥＡ １２５ｍｍ ＪＣＷ規格

760

排水金具

排水金具 通気金具 ＶＣ－ＥＡ ＶＣ－ＥＡ １５０ｍｍ ＪＣＷ規格

857

測量成果品検定料金

測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図
情報）主要地物面的更新業務 電子国土基本図（基盤地図情報）主要地物面
的更新業務 Ａランク

857

測量成果品検定料金

測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図
情報）主要地物面的更新業務 電子国土基本図（基盤地図情報）主要地物面
的更新業務 Ｂランク

857

測量成果品検定料金

測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 電子国土基本図（基盤地図
情報）主要地物面的更新業務 電子国土基本図（基盤地図情報）主要地物面
的更新業務 Ｃランク

858

測量成果品検定料金

測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 地形分類データ整備 新規
地形分類データ（目視・論理点検） 地形分類データ整備 新規地形分類デー
タ（目視・論理点検）

858

測量成果品検定料金

測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 地形分類データ整備 自然
地形データ（人工地形下）（目視点検） 地形分類データ整備 自然地形データ
（人工地形下）（目視点検）

858

測量成果品検定料金

測量成果品検定料金 地図データ等（基本測量） 低湿地のデータ整備（土地
利用）（目視・論理点検） 低湿地のデータ整備（土地利用）（目視・論理点検）

858

測量成果品検定料金

測量成果品検定料金 三次元点群測量 車載写真レーザ測量システムを用い
た三次元点群作成 車載写真レーザ測量システムを用いた三次元点群作成

備考

新規掲載資材等一覧2021年05月号
掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

11

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼―エキストラ―

鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 ＣＯＲＳＰＡＣＥ
本製鉄

日

11

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼―エキストラ―

鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 ＥＸＰＡＬ
チール

11

月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼―エキストラ―

鋼板エキストラ 特殊鋼仕様エキストラ 塗装周期延長鋼 エコビュー
製鋼所

180

型枠締付け金物―ブランド品―

型枠締付け金物 コネクトクランプ Ｐ

180

型枠締付け金物―ブランド品―

型枠締付け金物 コネクトクランプ ＫＰ

225

カラー舗装材―ブランド品―

カラー舗装材 加熱混合カラー舗装アスファルト（固形バインダー材） ユーファ
ルトＭＢ－１ 改質Ⅱ型用
日東商事

225

カラー舗装材―ブランド品―

カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラサンド 赤・緑・黄・白（すべり止め）
美州興産

225

カラー舗装材―ブランド品―

カラー舗装材 人工骨材 着色骨材 セラサンド 青（すべり止め）

313

浸透ます―ブランド品―

浸透ます シントーホール６０ 内径６００ｍｍ×深９００ｍｍ 多孔本体セット
（ふた無し） ２３１ｋｇ
エバタ

330

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品―

クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ１８０ＨＴ 内高２３０ｍｍ 下幅１８８ｍｍ 上幅１８８ｍｍ
有効長１，０００ｍｍ クリモトポリマー

330

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品―

クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ２４０ＨＴ 内高３００ｍｍ 下幅２４８ｍｍ 上幅２４８ｍｍ
有効長１，０００ｍｍ クリモトポリマー

330

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品―

クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ３００ＨＴ 内高３６０ｍｍ 下幅３０８ｍｍ 上幅３０８ｍｍ
有効長１，０００ｍｍ クリモトポリマー

330

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品―

クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ４００ＨＴ 内高５００ｍｍ 下幅４０８ｍｍ 上幅４０８ｍｍ
有効長１，０００ｍｍ クリモトポリマー

330

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品―

クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ５００ＨＴ 内高６００ｍｍ 下幅５０８ｍｍ 上幅５０８ｍｍ
有効長１，０００ｍｍ クリモトポリマー

330

樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品―

クリモト角型Ｕ字溝 ＫＵ６００ＨＴ 内高６６０ｍｍ 下幅６０８ｍｍ 上幅６０８ｍｍ
有効長１，０００ｍｍ クリモトポリマー

339

橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 ＯＫクランプ 板厚３～４０ｍｍ

中大実業

Web 橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 ＯＫキャップ 新設用樹脂型枠

中大実業

Web 橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 かしめ加工 袋ナット，パッキン付

339

橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ２５０ 床版厚２００～２５０
業

中大実

Web 橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ３００ 床版厚２５０～３００
業

中大実

Web 橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ３５０ 床版厚３００～３５０
業

中大実

Web 橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ４００ 床版厚３５０～４００
業

中大実

Web 橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 クワトロドレーン ＫＤＷ４５０ 床版厚４００～４５０
業

中大実

ＪＦＥス

神戸

岡部

岡部

美州興産

中大実業

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

Web 橋梁用排水部材―ブランド品―

排水・導水部材 フレキシブル管 ＳＵＳ３０４ φ２０

中大実業

351

港湾用車止め

樹脂製車止め（アンカーボルト含む） １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＳ先付アン
カー）

351

港湾用車止め

樹脂製車止め（アンカーボルト含む） １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＳ後付アン
カー）

351

港湾用車止め

樹脂製車止め（アンカーボルト含む） １５０ｍｍ×１５０ｍｍ（ＳＵＳ後付アン
カー）

351

港湾用車止め

樹脂製車止め（アンカーボルト含む） ２００ｍｍ×２００ｍｍ（ＳＳ先付アン
カー）

351

岸壁コーナー保護材

樹脂製岸壁コーナー保護材（アンカーボルト含む） １００ｍｍ×１００ｍｍ×
２，０００ｍｍ（ＳＳ先付アンカー）

351

滑り材

樹脂製滑り材（アンカーボルト含む） ５０ｍｍ×１５０ｍｍ×４，０００ｍｍ（ＳＵ
Ｓ後付アンカー）

351

滑り材

樹脂製滑り材（アンカーボルト含む） ７０ｍｍ×１５０ｍｍ×２，２００ｍｍ（ＳＵ
Ｓ後付アンカー）

352

浮桟橋―ブランド品―

浮桟橋 浮桟橋セパレート型 幅２．０ｍ×長９ｍ フレーム材質：アルミ合金
デッキ材質：人工木材 フロート材質：発泡スチロール（合成樹脂外殻） ノダッ
ク

536

自転車置場―ブランド品―

自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＦＫ２７２４－ＨＵ－Ｓ 幅３，
０６８ｍｍ 長２，４５０ｍｍ 高３，０９７ｍｍ ダイケン

536

自転車置場―ブランド品―

自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＬＭ２５２０－Ｕ－Ｓ 幅２，９
１８ｍｍ 長２，０００ｍｍ 高２，３８３ｍｍ ダイケン

536

自転車置場―ブランド品―

自転車置場 シェルター型 サイクルロビー ＣＹ－ＬＬＭ２８２０－Ｕ－Ｓ 幅３，２
１８ｍｍ 長２，０００ｍｍ 高２，３８３ｍｍ ダイケン

536

自転車置場―ブランド品―

自転車置場 ラック型 垂直２段式駐輪機 ＣＳ２ＡＦ型
オービックジャパン

上段垂直自動折畳式

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１４７ＴＤ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＳ ２０
ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし ＧＳユアサ

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１４７ＴＳＤ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＳ ２
０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり ＧＳユアサ

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１５７ＴＤ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＳ ２０
ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし ＧＳユアサ

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１５７ＴＳＤ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＳ ２
０ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり ＧＳユアサ

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１４８ＴＤ ＨＦ１００相当 ランクＭ ４０ＶＡ 本体
アルミダイカスト製 自動点滅機能なし ＧＳユアサ

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１４８ＴＳＤ ＨＦ１００相当 ランクＭ ４０ＶＡ 本
体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり ＧＳユアサ

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１５８ＴＤ ＨＦ１００相当 ランクＭ ４０ＶＡ 本体
アルミダイカスト製 自動点滅機能なし ＧＳユアサ

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―

ＬＥＤ照明器具（防犯灯） ＪＲＢ－１５８ＴＳＤ ＨＦ１００相当 ランクＭ ４０ＶＡ 本
体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり ＧＳユアサ

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４９ 長１０．１０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４２．７ｃｍ
２００ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１０ 長１１．６０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４６．１ｃ
ｍ ２５４ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１１ 長１３．０６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口４９．６ｃ
ｍ ３１４ｋｇ 日鉄建材

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１２ 長１４．５０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口５３．３ｃ
ｍ ３８１ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１３ 長１５．９０ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口５６．９ｃ
ｍ ４５３ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１４ 長１７．２６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６０．６ｃ
ｍ ５３２ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１５ 長１８．５８ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６４．２ｃ
ｍ ６１６ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１６ 長１９．８６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口６７．９ｃ
ｍ ７０５ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１７ 長２１．１２ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口７２．０ｃ
ｍ ８０６ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ４型（Ｓ型） Ｒ４１８ 長２２．３６ｍ 末口２０．６ｃｍ 元口７５．７ｃ
ｍ ９１２ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１０ 長９．９０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口４６．１ｃｍ
２３５ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１１ 長１１．３６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口４９．６ｃ
ｍ ２９５ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１２ 長１２．８０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口５３．３ｃ
ｍ ３６２ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１３ 長１４．２０ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口５６．９ｃ
ｍ ４３４ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１４ 長１５．５６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６０．６ｃ
ｍ ５１３ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１５ 長１６．８８ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６４．２ｃ
ｍ ５９７ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１６ 長１８．１６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口６７．９ｃ
ｍ ６８６ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１７ 長１９．４２ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口７２．０ｃ
ｍ ７８７ｋｇ 日鉄建材

630

パンザーマスト【公表価格】

パンザーマスト ５型（Ｓ型） Ｒ５１８ 長２０．６６ｍ 末口２４．０ｃｍ 元口７５．７ｃ
ｍ ８９３ｋｇ 日鉄建材

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ－４Ｈ 屋内
壁デジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示
昭和
機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ パネルデ
ジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｈ パ
ネルデジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力），屋外アナログ表示
昭和
機器工業
地下埋設タンク部品 磁歪式一般仕様液面計 ＤＳＣ－ＭＳＣ－２ＰＸ－４Ｄ パ
ネルデジタル表示（警報２点，４～２０ｍＡ出力），屋外デジタル表示
昭和
機器工業
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２Ｘ・ＨＰ－４Ｈ 屋
内壁デジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，
プリンタ付），屋外壁アナログ表示
昭和機器工業
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ パネル
デジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出力，プリ
ンタ付）
昭和機器工業
地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｈ
パネルデジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出
力，プリンタ付），屋外壁アナログ表示
昭和機器工業

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 磁歪式高精度液面計 ＤＳＶ－ＭＳＣ－２ＰＸ・ＨＰ－４Ｄ
パネルデジタル表示（漏えい点検・常時監視機能，警報２点，４～２０ｍＡ出
力，プリンタ付），屋外壁デジタル表示
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ パネルアナログ表示
（警報４点）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨ－４Ｈ パネルアナロ
グ表示（警報４点），屋外アナログ表示
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ 屋内壁アナログ表示
（警報４点，４～２０ｍＡ出力）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＨＡ－４Ｈ 屋内壁アナロ
グ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ パネルアナログ表
示（警報４点，４～２０ｍＡ出力）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 リモコン液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＨＡ－４Ｈ パネルアナロ
グ表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＭＤ－４Ｈ 屋内壁デ
ジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示
昭和機器
工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＭＤ パネルデジタ
ル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 単式デジタル液面計 ＭＳ－ＲＤ－２ＰＭＤ－４Ｈ パネル
デジタル表示（警報４点，４～２０ｍＡ出力），屋外壁アナログ表示
昭和機
器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＯＬＭ－ＭＴ モニター電
源部 屋内壁（１タンク用）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 ＳＦ二重殻タンク漏洩検知装置 ＯＬＭ－Ｓ 検出部
和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３ 単独形 壁埋込み
（給油口内蔵，ＳＵＳ３０４）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 給油口ボックス ＴＣ－３ 共用形 壁埋込み
（給油口液面計内蔵，ＳＵＳ３０４）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＡＣ－３２ ３２Ａ

昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 チャッキ弁 ＡＣ－４０ ４０Ａ

昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＪＫ－３２ ３２Ａ

昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 除水器 ＪＫ－４０ ４０Ａ

昭和機器工業

昭

掲載頁

帯名称 (項目名称)

品名・工種

備考

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 除水口 ＪＡ－４０ ４０Ａ

昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 通気口 ＡＶ－５０ ５０Ａ

昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 計量口 ＳＨＶ－３２ ３２Ａ 弁付き
器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 計量尺 ＳＢＡ－２２ Φ２２×３ｍ（黒アルミ）
全長３ｍ以下
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－４５Ｄ 有効径φ４５０
（重荷重用）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－７０ＡＷ 有効径φ７０
０（重荷重用）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 油槽部品 マンホール蓋 ＷＭＰ－８０ＤＷ 有効径φ８０
０（重荷重用）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－３Ｄ－２ 耐圧防爆型 ２接点仕
様
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－３Ｄ－４ 耐圧防爆型 ４接点仕
様
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｅ 本質安全防爆型（３点，ＳＵ
Ｓ３０４），盤内取付（給油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，満警報）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｆ 本質安全防爆型（４点，ＳＵ
Ｓ３０４），壁掛け（給油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，満・減警報）
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 フロートスイッチ ＦＢＳ－１Ｋ 本質安全防爆型（４点，ＳＵ
Ｓ３０４），壁掛け（給油・返油ポンプＯＮ／ＯＦＦ，満・減警報）
昭和機器工
業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳＣ－Ⅰ ２０ＧＰＦ６．７５Ｂ
（５．７５Ｂ） 油溜桝なし／Ａ重油用／総ＳＵＳ仕様
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳＣ－Ⅱ ２０ＧＰＦ６．７５Ｂ
（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／灯油・軽油用／総ＳＵＳ仕様
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅰ－３０ ２０ＧＰＦ６．７５
Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝なし／Ａ重油用／総ＳＵＳ仕様
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅱ－３０ ２０ＧＰＦ６．７５
Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／灯油・軽油用／総ＳＵＳ仕様
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅰ－４０ ２０ＧＰＦ６．７５
Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝なし／Ａ重油用／総ＳＵＳ仕様
昭和機器工業

724

地下埋設タンク部品―ブランド品―

地下埋設タンク部品 ポンプエアシェルター ＰＡＳ－Ⅱ－４０ ２０ＧＰＦ６．７５
Ｂ（５．７５Ｂ） 油溜桝あり／灯油・軽油用／総ＳＵＳ仕様
昭和機器工業

776

体育関連資材（人工芝）―ブランド品―

体育関連資材（人工芝） グリーンアイＵＴ８００ ナイロン パイル長８ｍｍ 一般
用
ユニチカトレーディング

829

保安機材賃貸料金

保安機材賃貸料金 賃貸料 回転灯・保安灯・投光器 投光器 ３００Ｗ レフ球
Ｔ型金具 三脚含む

829

保安機材賃貸料金

保安機材賃貸料金 基本料 回転灯・保安灯・投光器 投光器 ３００Ｗ レフ球
Ｔ型金具 三脚含む

昭和機

新規掲載資材等一覧2021年04月号
掲載頁

帯名称

(項目名称)

品名・工種

備考

72

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―

ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×２，０００ｍｍ

北越メタル

72

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―

ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×３，０００ｍｍ

北越メタル

72

ロックボルト（自穿孔用）―ブランド品―

ＵＮＤ３２（自穿孔ボルト） φ３１×４，０００ｍｍ

北越メタル

195

表面含浸材―ブランド品―

表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 リアクトライズ ケイ酸塩系含浸材 ｍ２当た
り標準使用量０．２５ｋｇ ★
馬居化成工業

195

表面含浸材―ブランド品―

表面含浸材 ケイ酸塩系表面含浸材 ＫＣガードα ケイ酸塩系含浸材 ｍ２当たり
標準使用量０．２０ｋｇ ★
小堀産業

195

表面含浸材―ブランド品―

表面含浸材 シラン系表面含浸材 サンハイドロックＬ２ 浸透性ハイブリッドエ
チルシラン系撥水剤 ｍ２当たり標準使用量０．２１ｋｇ ★
三商

202

特殊塗料【公表価格】

重防食塗料 ラストボンドＳＧ 悪素地面用浸透性エポキシシーラー 色－ 参考比
重１．０７ 容量４ｋｇセット
ジャパンカーボライン

263

各種側溝

ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ
８３０ｋｇ／個

４００Ａ φ４００ｍｍ×２，０００ｍｍ

263

各種側溝

ＮＳＫ側溝排水管Ｔ－２５ ＮＳＫ
個

４００ＡＭ Ｈ＝８５０ｍｍ ５４０ｋｇ／

376

固化材（特殊品）―ブランド品―

固化材（特殊品） 石灰系 マスターズＲＤ 生石灰系発塵抑制型改良材 フレコン
奥多摩工業

392

防草シート―ブランド品―

防草シート グリーンラップ １１５０ 幅１・２×長５０ｍ ポリエステル 目
付量１５０ｇ／ｍ２以上 用途 露出★
白崎コーポレーション

392

防草シート―ブランド品―

防草シート グリーンラップ １２４０ 幅１・２×長５０ｍ ポリエステル 目
付量２４０ｇ／ｍ２以上 用途 露出★
白崎コーポレーション

447

散水機材類―ブランド品―

スプリンクラー ヒドロレインガン ＳＨ９９０Ｐ型 ５０Ａ
工業

457

プライマー類【公表価格】

プライマー類 カチコートＳＸ 瀝青ゴム系

１８ｌ入

ニチレキ

457

プライマー類【公表価格】

プライマー類 カチコートＲＸ 瀝青ゴム系

１８ｌ入

ニチレキ

457

プライマー類【公表価格】

プライマー類 カチコートＭＸ 瀝青ゴム系

１５ｌ入

ニチレキ

457

プライマー類【公表価格】

プライマー類 カチコートＸ 瀝青ゴム系

457

プライマー類【公表価格】

プライマー類 セロシールＳＳ－Ｂ 瀝青ゴム系
ニチレキ

571

角型多条電線管―ブランド品―

角型多条電線管 角型エフレックス φ７５
古河電気工業

597

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（高圧用） 保護継電器 過電流継電器
受電設備用
オムロン

Ｋ２ＯＣ－ＡＣＮ

高圧

597

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（高圧用） 保護継電器 過電流継電器
受電設備用
オムロン

Ｋ２ＯＣ－ＡＶＮ

高圧

597

配電用制御機器（高圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（高圧用） 保護継電器 地絡方向継電器
２ケース 高圧受電設備用
オムロン

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器）
ＦＸＫ６０－Ｓ 極数２ 電圧６９０Ｖ フレーム５０Ａ 遮断電流３５ｋＡ／
２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ
日立産機システム

１８ｌ入

分円

ヒドロ

ニチレキ

低臭タイプ

２５ｋｇ入

有効長５．２５ｍ（差込継手付き）

Ｋ２ＤＧ－ＡＶ１

Ｒ

掲載頁

帯名称

(項目名称)

品名・工種

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器）
ＦＸＫ１２５－Ｓ 極数２ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断電流５０ｋ
Ａ／２２０Ｖ・３０ｋＡ／４６０Ｖ
日立産機システム

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器）
ＦＸＫ２５０－Ｓ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム２２５Ａ 遮断電流５０ｋ
Ａ／２２０Ｖ・３０ｋＡ／４６０Ｖ
日立産機システム

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器）
ＳＸＫ６０－Ｃ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム５０Ａ 遮断電流１５ｋＡ／
２２０Ｖ・７．５ｋＡ／４６０Ｖ
日立産機システム

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （ヒューズフリー遮断器）
ＳＸＫ１２５－Ｃ 極数３ 電圧６９０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断電流３５ｋ
Ａ／２２０Ｖ・１０ｋＡ／４６０Ｖ
日立産機システム

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 配線用遮断器 （サーキットブレーカＢＣ
Ｗ型） ＢＣＷ－２２５Ｃ 極数３ 電圧１００－２００－４１５Ｖ フレーム２
２５Ａ 遮断電流５０ｋＡ／２００Ｖ・２５ｋＡ／４１５Ｖ
パナソニック

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ モーターブレーカ （ヒューズフリー遮断
器） ＭＳ－５０ＥＢ 極数３ 電圧５００Ｖ フレーム５０Ａ 遮断電流５ｋＡ
／２２０Ｖ・１．５ｋＡ／４６０Ｖ
日立産機システム

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＥＸＫ１２５－Ｃ 極数３
電圧１００－４４０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断電流３５ｋＡ／１００Ｖ・１０
ｋＡ／４１５Ｖ
日立産機システム

598

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） ブレーカ 漏電遮断器 ＲＸＫ１２５－Ｈ 極数３
電圧２００－４４０Ｖ フレーム１００Ａ 遮断電流５０ｋＡ／４１５Ｖ
日立産機システム

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳ－Ｔ５０ 定格容量１１ｋＷ／２
２０Ｖ・２２ｋＷ／４４０Ｖ ケース付き
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳ－Ｔ６５ 定格容量１５ｋＷ／２
２０Ｖ・３０ｋＷ／４４０Ｖ ケース付き
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳ－Ｔ８０ 定格容量１９ｋＷ／２
２０Ｖ・３７ｋＷ／４４０Ｖ ケース付き
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳ－Ｔ１００ 定格容量２２ｋＷ／
２２０Ｖ・４５ｋＷ／４４０Ｖ ケース付き
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳＯ－Ｔ１２ 定格容量２．７ｋＷ
／２２０Ｖ・４ｋＷ／４４０Ｖ ケース無し
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳＯ－Ｔ２０ 定格容量４ｋＷ／２
２０Ｖ・７．５ｋＷ／４４０Ｖ ケース無し
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳＯ－Ｔ２５ 定格容量５．５ｋＷ
／２２０Ｖ・１１ｋＷ／４４０Ｖ ケース無し
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳＯ－Ｔ３５ 定格容量７．５ｋＷ
／２２０Ｖ・１５ｋＷ／４４０Ｖ ケース無し
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器
ＭＳＯ－Ｔ５０ 定格容量１１ｋＷ／
２２０Ｖ・２２ｋＷ／４４０Ｖ ケース無し
三菱電機

599

配電用制御機器（低圧用）―ブランド品―

配電用制御機器（低圧用） 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 ＭＳ－２×Ｔ３５ 定
格容量７．５ｋＷ／２２０Ｖ・１５ｋＷ／４４０Ｖ ケース付き
三菱電機

600

安全開閉器―ブランド品―

安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流１５０Ａ 圧着端子用
日東工業

600

安全開閉器―ブランド品―

安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流２００Ａ 圧着端子用
日東工業

600

安全開閉器―ブランド品―

安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数２Ｐ 定格電流３００Ａ 圧着端子用
日東工業

600

安全開閉器―ブランド品―

安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流１５０Ａ 圧着端子用
日東工業

600

安全開閉器―ブランド品―

安全開閉器 ＣＫＬカバースイッチ 極数３Ｐ 定格電流２００Ａ 圧着端子用
日東工業

622

電話装置―ブランド品―

電話装置 単独ボタン電話機（ＰＢＸ専用）
岩崎通信機

ＩＷ－０１Ｗ オンフック・特番

備考

掲載頁

帯名称

(項目名称)

品名・工種

備考

647

ハンドホール―ブランド品―

ＦＦジョイント φ３０

サンリツ

647

ハンドホール―ブランド品―

ＦＦジョイント φ５０

サンリツ

647

ハンドホール―ブランド品―

ＦＦジョイント φ１００

647

ハンドホール―ブランド品―

ＦＦジョイント φ３０

ロングタイプ

サンリツ

647

ハンドホール―ブランド品―

ＦＦジョイント φ５０

ロングタイプ

サンリツ

647

ハンドホール―ブランド品―

ＦＦジョイント φ１００

801

建設機械賃貸料金

建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型）
標準バケット容量：山積０．０９（平積０．０７）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音
型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満

801

建設機械賃貸料金

801

建設機械賃貸料金

805

建設機械賃貸料金

851

グランド・コート舗装工（全天候型表層）【公表価格】

サンリツ

ロングタイプ

サンリツ

建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型）
標準バケット容量：山積０．４５（平積０．３５）ｍ３ 騒音対策型～超低騒音
型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月未満
建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ（クローラ型ク
レーン付） 標準バケット容量：山積０．４５（平積０．３５）ｍ３ 吊能力
２．９ｔ 騒音対策型～超低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１カ月
未満
建設機械賃貸料金 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ（高圧） 吐出量 １５．
０ｍ３／ｍｉｎ 騒音対策型～低騒音型 排出ガス対策型～３次基準 賃貸期間１
カ月未満
グランド・コート舗装工（全天候型表層） アクリル系 アーバンハード２０ 厚
１．４ｍｍ テニスコート用 材工共
世紀東急工業

