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308
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪ
Ａ

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 標準管　外圧管１種５
０ 内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長２．４３ｍ １，０１９ｋｇ

Web
小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪ
Ａ

小口径Ｗジョイント推進管（ＥＷ管）　継手性能ＳＪＡ 半管　外圧管１種５０
内径６００ｍｍ×厚８０ｍｍ×長１．２ｍ ５１７ｋｇ

308
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５
５ｍｍ×長２．０ｍ ２５８ｋｇ

308
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５
７ｍｍ×長２．０ｍ ３１３ｋｇ

308
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６
０ｍｍ×長２．４３ｍ ４６０ｋｇ

308
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６
３ｍｍ×長２．４３ｍ ５４６ｋｇ

308
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 標準管　外圧管１種５０ 内径６００ｍｍ×厚８
０ｍｍ×長２．４３ｍ １，０１９ｋｇ

Web
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径２５０ｍｍ×厚５５
ｍｍ×長１．０ｍ １３１ｋｇ

Web
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径３００ｍｍ×厚５７
ｍｍ×長１．０ｍ １５９ｋｇ

Web
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径３５０ｍｍ×厚６０
ｍｍ×長１．２ｍ ２３２ｋｇ

Web
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径４００ｍｍ×厚６３
ｍｍ×長１．２ｍ ２７６ｋｇ

Web
小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径
ニューＷジョイント推進管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ

小口径ニューセーフティー推進管（ＮＳ管）・小口径ニューＷジョイント推進
管（ＥＮＷ管）継手性能ＳＪＢ 半管　外圧管１種５０ 内径６００ｍｍ×厚８０
ｍｍ×長１．２ｍ ５１７ｋｇ

370 連節ブロック―ブランド品―
連節ブロック ビオロックＨ１５０Ａ １００ｃｍ×１００ｃｍ×１５ｃｍ ２１６ｋｇ／
個 １個／ｍ２ 奈良     センシン

370 連節ブロック―ブランド品―
連節ブロック ビオロック３６０Ａ １００ｃｍ×１００ｃｍ×２６ｃｍ ３６０ｋｇ／個
１個／ｍ２ 奈良     センシン

392 防草シート―ブランド品―
防草シート グリーンラップ ２３５０　幅１・２×長２５ｍ　ポリエステル 目付
量３５０ｇ／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 ジオグリーン 幅１・２×長１０ｍ　ポリエステル 目付量６００ｇ／
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 彩植兼美Ｖｅｒ．２ 二層構造　幅１・２×長２５ｍ 目付量３００ｇ
／ｍ２以上 用途　露出★      白崎コーポレーション

402 非火薬破砕剤―ブランド品―
破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ２８－１４型（φ２８×１４０ｇ）        日本工
機

402 非火薬破砕剤―ブランド品―
破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ２８－２８型（φ２８×２８０ｇ）        日本工
機

402 非火薬破砕剤―ブランド品―
破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ３０－３６型（φ３０×３６０ｇ）        日本工
機

402 非火薬破砕剤―ブランド品―
破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ３８－４０型（φ３８×４００ｇ）        日本工
機

402 非火薬破砕剤―ブランド品―
破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ３８－９０型（φ３８×９００ｇ）        日本工
機

402 非火薬破砕剤―ブランド品―
破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ３８－１２０型（φ３８×１２００ｇ）        日本
工機

402 非火薬破砕剤―ブランド品―
破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ５５－６０型（φ５５×６００ｇ）        日本工
機

402 非火薬破砕剤―ブランド品―
破砕薬 ガンサイザーＨ（薬筒） ５５－１２０型（φ５５×１２００ｇ）        日本
工機

457 シーリング材
シーリング材 シリコーン系シーリング（防かびタイプ） １成分形 耐久性９０
３０Ｇ  ＪＩＳ　Ａ　５７５８

757 水栓金具
横水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴ
Ｏ】ＴＬＥ２６ＳＰ１Ａ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１
ＴＯＴＯ

757 水栓金具
壁付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ） 口径１３ｍｍ
国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２６ＳＰ２Ａ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デル
マン）】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ

757 水栓金具
立水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴ
Ｏ】ＴＬＥ２８ＳＳ１Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ＣＶ１ 【バイタル（デルマン）】Ｖ－１
１ＷＫ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ，バイタル（デルマン）

757 水栓金具
立水栓 （自動水栓・発電） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬ
Ｅ２８ＳＳ１Ｗ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００Ｃ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０
６１   ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

757 水栓金具
立水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ・排水栓あり） 口径１３ｍｍ 国土交通省記
号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＡ１Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００Ｖ１ 【バイタル（デルマ
ン）】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

757 水栓金具
立水栓 （自動水栓・発電・排水栓あり） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号ＦＡ
【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＡ１Ｗ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩ
Ｓ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

757 水栓金具

台付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ） 口径１３ｍｍ
国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＳ２Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ＴＣＶ１
【バイタル（デルマン）】Ｖ－１１ＷＫＸ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ，バ
イタル（デルマン）

757 水栓金具
台付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・発電） 口径１３ｍｍ 国土
交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＳ２Ｗ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００ＴＣ 【バイタ
ル（デルマン）】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

757 水栓金具
台付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・ＡＣ１００Ｖ・排水栓あり）
口径１３ｍｍ 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＡ２Ａ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－
３００ＴＶ１ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

757 水栓金具
台付きサーモスタット湯水混合水栓 （自動水栓・発電・排水栓あり） 口径１
３ｍｍ 国土交通省記号ＦＡ 【ＴＯＴＯ】ＴＬＥ２８ＳＡ２Ｗ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－３００
Ｔ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ，ＬＩＸＩＬ

757 水栓金具
横水栓　取替用 （自動水栓・乾電池） 口径１３ｍｍ 国土交通省記号ＦＡ
【ＴＯＴＯ】－ 【ＬＩＸＩＬ】ＡＭ－１６０ＣＤ 【バイタル（デルマン）】－ ＪＩＳ　Ｂ　２
０６１   ＬＩＸＩＬ
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757 水栓金具
横水栓　取替用 （自動水栓・乾電池） 口径１３ｍｍ  【ＴＯＴＯ】ＴＥＬ２０ＤＳ
Ａ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】Ｙ－７００ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴＯ，
バイタル（デルマン）

757 水栓金具
立水栓　取替用 （自動水栓・乾電池） 口径１３ｍｍ  【ＴＯＴＯ】ＴＥＬ２４ＤＰ
ＲＡ 【ＬＩＸＩＬ】－ 【バイタル（デルマン）】Ｔ－３００ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１   ＴＯＴ
Ｏ，バイタル（デルマン）

817 軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金―ブランド品―
軽量覆工板・鋼製マット賃貸料金 軽量覆工板  ＭＤ型の出庫時における
すべり止め加工の損耗に係る費用　加算額       宮地鋼機

832
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価
格】

コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｏｓｍｏ－ｘｐ 反応型けい酸ナトリ
ウム系表面含浸材　コンクリート耐久性向上 施工規模３００ｍ２～ 材工共
リナック八千代

832
コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価
格】

コンクリート構造物の補修・改修・補強工 Ｏｓｍｏ－ｋｋ 固化型けい酸リチ
ウム系表面含浸材　コンクリート耐久性向上 施工規模３００ｍ２～ 材工共
リナック八千代
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281 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 丸型枠付格子鉄ぶた ＮＰＳ－ＯＲＪ１８ＳＱ
－５１ＧＦＨ　φ６００        長島鋳物

332 樹脂製角型Ｕ字溝―ブランド品―
ダイポリンポリエチレン角型Ｕ字溝 ＫＵ－１，２００ 内高１，２００ｍｍ 下幅
１，２００ｍｍ 上幅１，２００ｍｍ 有効長２，０００ｍｍ     鳥居化成

367 コンクリート積みブロック―ブランド品―
コンクリート積みブロック ナチュロック甲州 高２５０ｍｍ×幅４００ｍｍ×控
３５０ｍｍ ４１ｋｇ／個 １０個／ｍ２ 東京・横浜・千葉     日本ナチュロック

369 張りブロック―ブランド品―
張りブロック ラティストーン３６０型 ９５ｃｍ×９５ｃｍ×１５ｃｍ ３４３ｋｇ／個
１個／ｍ２ 札幌・函館     共和コンクリート工業

370 連節ブロック―ブランド品―
連節ブロック グラスティ－Ⅱ３５０型Ａ ９９ｃｍ×９９．７ｃｍ×１４．５ｃｍ ３
５５ｋｇ／個 １個／ｍ２ 札幌・函館     共和コンクリート工業

370 連節ブロック―ブランド品―
連節ブロック ネオシンプルベース２００型Ａ １９７ｃｍ×９９．８ｃｍ×１２ｃｍ
４１２ｋｇ／個 ０．５個／ｍ２ 札幌・函館     共和コンクリート工業

375 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） 石灰系 Ｆｅ石灰ライト 泥土・発生土用 フレコン      エフ
イ石灰工業所

388 暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―
暗きょ排水管（波状管） 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＭ－１３５０ 外径１，
６２３ｍｍ 内径１，３７０ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（内面平滑・無孔）    鳥
居化成

388 暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―
暗きょ排水管（波状管） 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＭ－１５００ 外径１，
８００ｍｍ 内径１，５２０ｍｍ 長４．１ｍ ポリエチレン製（内面平滑・無孔）
鳥居化成

388 暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―
暗きょ排水管（波状管） 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＹ－１３５０ 外径１，６
２３ｍｍ 内径１，３７０ｍｍ 長４ｍ ポリエチレン製（内面平滑・有孔）    鳥
居化成

388 暗きょ排水管（波状管）―ブランド品―
暗きょ排水管（波状管） 独立山ダブルプレスト管 ＤＤＹ－１５００ 外径１，８
００ｍｍ 内径１，５２０ｍｍ 長４．１ｍ ポリエチレン製（内面平滑・有孔）
鳥居化成

394 土木シート―ブランド品―
土木シート 不織布（長繊維）系 タフネルＥＸ ＥＸ－２６　厚１．５ｍｍ　ＰＰ
三井化学

394 土木シート―ブランド品―
土木シート 不織布（長繊維）系 タフネルＥＸ ＥＸ－４０　厚２．０ｍｍ　ＰＰ
三井化学

394 土木シート―ブランド品―
土木シート 不織布（長繊維）系 タフネルＥＸ ＥＸ－６０　厚３．０ｍｍ　ＰＰ
三井化学

394 土木シート―ブランド品―
土木シート 不織布（長繊維）系 タフネルＥＸ ＥＸ－８０　厚４．０ｍｍ　ＰＰ
三井化学

600 電気計器―ブランド品―
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（高圧） ＣＤ－２５ＫＢ 電圧６．６ｋ
Ｖ 定格電流１００Ａ 定格負担２５ＶＡ 検定可能   三菱電機

600 電気計器―ブランド品―
電気計器 計器用変成器 計器用変流器（高圧） ＣＤ－２５ＫＢ 電圧６．６ｋ
Ｖ 定格電流３００Ａ 定格負担２５ＶＡ 検定可能   三菱電機

600 電気計器―ブランド品―
電気計器 携帯用計器 低圧相回転計 ＨＰＬ－２００ 適用回路電圧　ＡＣ８
０～６００Ｖ      音羽電機工業

613
ＬＥＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯）―ブラン
ド品―

街路灯 ＸＹ７５６６ＺＬＥ９ ２，３１０ｌｍ        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 ＸＹ７６６６ＴＬＥ９ ４，３３０ｌｍ        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 ＸＹ７７６６ＰＬＥ９ ７，１５５ｌｍ        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） Ｅ７００７２ＳＡＮ９ ＨＦ４０相当 ランクＳ ６．４ＶＡ
本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし    岩崎電気

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００７１ＳＡＮ９ ＨＦ４０相当 ランクＳ ６．４ＶＡ
本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり    岩崎電気

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００７４ＳＡＮ９ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ
Ｍ ９．２ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし    岩崎電気

Web ＬＥＤ照明器具（防犯灯）―ブランド品―
ＬＥＤ照明器具（防犯灯） Ｅ７００７３ＳＡＮ９ ＨＦ８０（ＦＨＰ３２）相当 ランクＭ
Ｍ ９．２ＶＡ 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり    岩崎電気

617 ＬＥＤランプ（照明用）―ブランド品―
ＬＥＤランプ（照明用） ＬＥＤライトバルブ 電源別置 ＬＤＴＳ８６Ｎ－Ｇ－Ｅ３９
＋ＬＥ１０３０５０ＨＳＺ１／２．４－Ａ２ ９５．４ＶＡ １３，５００ｌｍ ＨＦ３００Ｗ／
ＮＨ１５０Ｗ／ＣＭ１５０Ｗ相当    岩崎電気

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　３／４Ｂ 銅管外径４４．４
５ｍｍ 銅管肉厚１．５５ｍｍ 保温厚１０ｍｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　５／８Ｂ 銅管外径４１．２
８ｍｍ 銅管肉厚２．１５ｍｍ 保温厚２０ｍｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　３／４Ｂ 銅管外径４４．４
５ｍｍ 銅管肉厚２．３ｍｍ 保温厚２０ｍｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径２Ｂ 銅管外径５０．８ｍｍ 銅
管肉厚２．６５ｍｍ 保温厚２０ｍｍ

836 コンクリート防食工（下水道）【公表価格】
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ａ種 サンガードＥＰ
Ａ工法 厚０．２ｍｍ エポキシ樹脂　耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材
工共    サンユレック

836 コンクリート防食工（下水道）【公表価格】
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ａ種 エアタイト　Ａ
－ＶＥ工法 厚０．７ｍｍ ビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共
大泰化工

836 コンクリート防食工（下水道）【公表価格】
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 サンガードＥＰ
Ｂ工法 厚０．３５ｍｍ 耐有機酸対応 施工規模３００ｍ２ 材工共    サンユ
レック

836 コンクリート防食工（下水道）【公表価格】
コンクリート防食工（下水道） 日本下水道事業団仕様　Ｂ種 エアタイト　Ｂ
－ＶＥ工法 厚０．８ｍｍ ビニルエステル樹脂 施工規模３００ｍ２ 材工共
大泰化工
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160 一般建築用木材 管柱 杉（集成） 長３．０ｍ×厚１０．５ｃｍ×幅１０．５ｃｍ 材積０．０３３１

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット ６５Ｓ 平均厚６５ｍｍ 水抜型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット １００Ｓ 平均厚１００ｍｍ 水抜型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット １５０Ｓ 平均厚１５０ｍｍ 水抜型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット ５０Ｆ 平均厚５０ｍｍ 床版型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット １００Ｆ 平均厚１００ｍｍ 床版型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット １５０Ｆ 平均厚１５０ｍｍ 床版型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット ２００Ｆ 平均厚２００ｍｍ 床版型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット ３００Ｆ 平均厚３００ｍｍ 床版型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット ５００Ｆ 平均厚５００ｍｍ 床版型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット ７００Ｆ 平均厚７００ｍｍ 床版型       大嘉産業

174 布製型枠―ブランド品― バイオコンクリートマット ３０６０ 平均厚１３０ｍｍ 緑化型       大嘉産業

189 仮設トイレ―ブランド品―
移動トイレ（ムーブレット） ＭＳＹ－１２０（車イス１，洋式２） 幅２，０００ｍｍ
長２，８５０ｍｍ 高２，７７０ｍｍ      リバストン

227 排水用導水管―ブランド品―
排水用導水管 排水促進材 タフシャット導水テープ 厚３ｍｍ×幅３０ｍｍ
×長１５ｍ       東亜道路工業

397 土木用遮水シート―ブランド品―
土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノン土木用シート
ＳＮＫ（処分場用）　厚１．０×幅２，５７０ｍｍ       タキロンシーアイ

397 土木用遮水シート―ブランド品―
土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノン土木用シート
ＳＮＫ（処分場用）　厚１．５×幅２，５７０ｍｍ       タキロンシーアイ

397 土木用遮水シート―ブランド品―
土木用遮水シート 単層構造　軟質塩化ビニルシート ビノン土木用シート
ＳＮＫ（処分場用）　厚２．０×幅２，５７０ｍｍ       タキロンシーアイ

397 土木用遮水シート―ブランド品―
土木用遮水シート 単層構造　耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビノンソフ
シート ＳＯＦ（処分場用）　厚１．０×幅２，５７０ｍｍ       タキロンシーアイ

397 土木用遮水シート―ブランド品―
土木用遮水シート 単層構造　耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビノンソフ
シート ＳＯＦ（処分場用）　厚１．５×幅２，５７０ｍｍ       タキロンシーアイ

397 土木用遮水シート―ブランド品―
土木用遮水シート 単層構造　耐寒用超軟質塩化ビニルシート ビノンソフ
シート ＳＯＦ（処分場用）　厚２．０×幅２，５７０ｍｍ       タキロンシーアイ

397 土木用遮水シート―ブランド品―
土木用遮水シート ポリエチレン製シート ビノンメタロバリアーシート ＬＬＤＰ
Ｅ　厚１．５×幅７，５００ｍｍ       タキロンシーアイ

431 のり面緑化材―ブランド品―
植生袋・植生土のう まくらグリーンバッグ 植生土のう　２２×６０ｃｍ
ロンタイ

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 アスカロンＥ ケミカルコンクリート用接着剤        飛鳥

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 アスカロンＡ 植生用粘着剤        飛鳥

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 アルファグリーン 侵食防止剤　２０ｋｇ        アルファグリーン

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 ソイルネットグリーン 団粒化結合材　２０ｋｇ袋        大鶴産業

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 エコテンダー 中性固化材　２０ｋｇ袋        グリーン有機資材

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 グラスパワーＺ４００ 保水剤　１２ｋｇ箱        栗田工業

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 クリコートＣ４０２ 緑化用粘着剤　８ｋｇ箱        栗田工業

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 クリコートＣ７１０ 植生用，侵食防止剤　１８ｋｇ缶        栗田工業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 クリコートＣＰ－７５０ 粉末系緑化侵食防止剤　１０ｋｇ箱        栗田
工業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 クリコートＤＡ－１０１ 法面緑化用団粒化剤　８ｋｇ箱        栗田工
業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 パルコートグリーン 土壌緑化安定団粒化剤　２０ｋｇ袋        シエ
エス化学工業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ルナゾールＡＮ 土壌侵食防止剤　２０ｋｇ箱・１８ｋｇ缶        ジャパ
ンコーティングレジン

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ルナゾールパウダーＳ 土壌侵食防止剤　１０ｋｇ箱        ジャパン
コーティングレジン

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ルナゾールパウダーＢＩ 土壌侵食防止剤　１０ｋｇ紙袋        日星
サービス

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 ローンフィックスＳ 緑化侵食防止剤　１８ｋｇ        昭和電工

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 ローンフィックス２００ 種子保護剤　１８ｋｇ        昭和電工

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ローンフィックス＃５００ 法面侵食防止剤　１８ｋｇ        昭和
電工

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ローンフィックス＃７００ 法面侵食防止剤（環境対応型）　１
８ｋｇ        昭和電工

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ＤＦ剤　１号 基盤団粒化安定剤　２０ｋｇ袋        たちばな産
業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ＤＦ剤　３号 侵食防止地盤安定剤　２０ｋｇ袋        たちばな
産業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 レミコントロール 土壌侵食防止剤　２４ｋｇ袋        東興ジオ
テック

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 オーケンタックＦＢ－３ 緑化用侵食防止剤　１８ｋｇ箱
苫小牧王子紙業

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 ケミカルチ 種子吹付養生剤　２０ｋｇ        日本植生

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ハイモシード－１００Ｐ 客土吹付用粘結剤　１０ｋｇ袋
ハイモ

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ハイモシード－１００Ｇ 客土吹付用粘結剤　１８ｋｇ缶
ハイモ

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ＥＭＮコート２１ 土壌団粒化侵食防止種子吹付専用剤　１８
ｋｇ缶        平仲

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ＥＭＮコート２１Ｃ８８ 匍匐性植物専用・侵食防止土壌安定
吹付剤　１８ｋｇ缶        平仲

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 フジミグリーンボンド 種子吹付用粘着剤        富士見工業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ホートクシード１００ 客土吹付用粘着剤　１８ｋｇ袋        富
士見工業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 ホートクシード２００ 客土吹付用保水団粒剤　１ｋｇ袋
富士見工業

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 エコサイクルシード 接合剤　１ｋｇ袋        富士見工業

431 のり面緑化材―ブランド品―
養生剤 エスロック 土壌菌工法吹付用侵食防止剤　８ｋｇ        有効
土壌菌研究所

434 のり面緑化材―ブランド品―
植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 ロンケットデアグリーン
幅１×長１５ｍ　自然分解型張芝（ワラ付）　花粉対策配合 植生
シート       ロンタイ

新規掲載材等一覧2023年01月号



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

503 タイルカーペット―ブランド品―
タイルカーペット ＮＴ －７００　Ｄ－ｅｃｏ リサイクル原着ナイロン１０
０ 厚５．５ｍｍ×幅５００ｍｍ×長５００ｍｍ ループパイル     サンゲ
ツ

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 ＨＫ－３５ 厚５．０ｍｍ×幅３００ｍｍ×
長３００ｍｍ 強化ウレタン仕上げ（ナチュラルカラー）      東亜コル
ク

518 壁装材―ブランド品―
壁装材 リリカラ壁紙 ＬＭＴ－１５２６８ 珪藻土・吹き付け加工       リ
リカラ

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００） （屋内） ２２ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－１１３Ｎ    住電
機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００） （屋内） ３８ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－１１３Ｎ    住電
機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００） （屋内） ６０ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－１２３Ｎ    住電
機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００Ｆ） （屋内） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１４ＴＮ
住電機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００Ｆ） （屋内） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１５ＴＮ
住電機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００Ｆ） （屋内） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１６ＴＮ
住電機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００Ｆ） （屋内） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ１７ＴＮ
住電機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００） （屋外） ２２ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－０１３Ｎ    住電
機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００） （屋外） ３８ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－０１３Ｎ    住電
機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００） （屋外） ６０ｍｍ２ ３心 ＮＰＡＴ－０２３Ｎ    住電
機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００Ｆ） （屋外） １５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０４ＴＮ
住電機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００Ｆ） （屋外） ２００ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０５ＴＮ
住電機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００Ｆ） （屋外） ２５０ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０６ＴＮ
住電機器システム

563
端末処理材料（電力ケーブル用）―ブランド品
―

端末処理材料（電力ケーブル用） ６ｋＶ プレハブ端末処理（アサヒ
ニューパット１００Ｆ） （屋外） ３２５ｍｍ２ ＣＶＴ ＮＰＡＴ－Ｆ０７ＴＮ
住電機器システム

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 ９０°
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 ９０°
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 ９０°

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 （ノーヒューズ
遮断器） ＮＦ３０－ＦＡ 極数２　電圧２５０Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断容
量２．５ｋＡ／２００Ｖ     三菱電機

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 （ノーヒュー
ズ遮断器） ＭＢ３０－ＫＣ 極数３　電圧５００Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断
容量５ｋＡ／２００Ｖ     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） ブレーカ 漏電遮断器  ＮＶ３０－ＦＡ 極
数２　電圧１００－２００Ｖ　フレーム３０Ａ　遮断容量２．５ｋＡ／１００
Ｖ     三菱電機

649 ハンドホール―ブランド品―
ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０６０６　６００□×６
００ｍｍ 国土交通省型        不二高圧コンクリート

649 ハンドホール―ブランド品―
ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０６０９　６００□×９
００ｍｍ 国土交通省型        不二高圧コンクリート

649 ハンドホール―ブランド品―
ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０９０６　９００□×６
００ｍｍ 国土交通省型        不二高圧コンクリート

649 ハンドホール―ブランド品―
ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ０９０９　９００□×９
００ｍｍ 国土交通省型        不二高圧コンクリート

649 ハンドホール―ブランド品―
ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１２１２　１，２００□
×１，２００ｍｍ         不二高圧コンクリート

649 ハンドホール―ブランド品―
ＦＫ式ハンドホール（Ｒ２Ｋ－６０鉄蓋付き） ＦＫＨ１５１５　１，５００□
×１，５００ｍｍ         不二高圧コンクリート

744 自動調整弁―ブランド品―
自動調整弁 ボールジョイント ＪＵ－１ １．０ＭＰａ　ねじ込み 呼び径
２０      ベン



掲載
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Web レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート普通２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ＝５０％以下

Web レディーミクストコンクリート
レディーミクストコンクリート高炉２４－１２－２５（２０）Ｗ／Ｃ＝５０％以下
Ｂ種

122 裏込用混和剤（材）―ブランド品― 裏込用混和剤（材）裏込用起泡剤ＴＡＣ－２Ｃシールド工事裏込用タック

355 鋼製えん堤―ブランド品― 透過型えん堤ＡＢ型スリットダムＡタイプ（塗装）日鉄建材

355 鋼製えん堤―ブランド品― 透過型えん堤ＡＢ型スリットダムＢタイプ（塗装）日鉄建材

Web 軽量盛土材
軽量盛土材ＥＤＯ－ＥＰＳ工法認定ブロック発泡スチロールブロックＤＸ－４
５（押出発泡　密度４５）難燃性

Web 土木用遮水シート 土木用遮水シート河川護岸用止水シートＰＶＣ厚１．０　幅３００ｍｍ

Web プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ） プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ）先端アンカー（標準型）

Web プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ） プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ）先端アンカー（強化型）

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ９－４－４５ＬＸ埋込み
天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ９－６－８４ＬＸ埋込み
天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０－４－３７ＬＮ埋込
み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０－４－３７ＬＸ埋込
み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０－４－４８ＬＮ埋込
み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０－４－４８ＬＸ埋込
み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０－４－６５ＬＮ埋込
み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０－４－６５ＬＸ埋込
み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１Ｌ
Ｎ埋込み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－３１Ｌ
Ｘ埋込み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１Ｌ
Ｎ埋込み天井灯

607 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＲＳ２０ＣＧ１Ａ－４－４１Ｌ
Ｘ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－２０－３０ＫＬ
Ｎじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－２０－３０ＫＬ
Ｘじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－２７－３０ＫＬ
Ｎじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－２７－３０ＫＬ
Ｘじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－３３－３０ＫＬ
Ｎじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－３３－３０ＫＬ
Ｘじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－４３－３０ＫＬ
Ｎじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－４３－３０ＫＬ
Ｘじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－５７－
３０ＫＬＮじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－５７－
３０ＫＬＸじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－２２－
４０ＫＬＮじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－２２－
４０ＫＬＸじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－２８－
４０ＫＬＮじか付け天井灯
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608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－２８－
４０ＫＬＸじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－３５－
４０ＫＬＮじか付け天井灯
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608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－３５－
４０ＫＬＸじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－４６－
４０ＫＬＮじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－４６－
４０ＫＬＸじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－６２－
４０ＫＬＮじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１２－４－６２－
４０ＫＬＸじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１３－４－２１Ｌ
Ｎじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１３－４－２９Ｌ
Ｎじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１３－４－４５Ｌ
Ｎじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ベースライト形ＬＳＳ１３－４－６２Ｌ
Ｎじか付け天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－０４－３０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－０７－３０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１２－３０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１６－３０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１９－３０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－０５－４０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－０８－４０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１２－４０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－１６－４０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１４－２１－４０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１６－１０－４０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１６－２６－４０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１７－０５－３０Ｋ
ＬＺ埋込み天井灯

608 公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）
公共施設用照明器具（ＬＥＤ灯）ダウンライト形ＬＲＳ１７－１２－３０Ｋ
ＬＮ埋込み天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１－２－１５Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１－４－２３Ｌ
Ｎじか付け天井灯



609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３０Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１－４－３７Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１－４－４８Ｌ
Ｎじか付け天井灯



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１－４－６５Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ９－２－１５Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ９－４－２３Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３０Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ９－４－３７Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ９－４－４８Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ９－４－６５Ｌ
Ｎじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１０－２－１５
ＬＮじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－２３
ＬＮじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３０
ＬＮじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－３７
ＬＮじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－４８
ＬＮじか付け天井灯

609 公共施設用照明器具（非常灯）
公共施設用照明器具（非常灯）天井露出形Ｋ１－ＬＳＳ１０－４－６５
ＬＮじか付け天井灯

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ）呼び径３／８Ｂ銅管外径９．５
２ｍｍ銅管肉厚０．８ｍｍ保温厚１０ｍｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ）呼び径１／４Ｂ銅管外径
６．３５ｍｍ銅管肉厚０．８ｍｍ保温厚１０ｍｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管シングルコイル（２０ｍ）呼び径３／８Ｂ銅管外径
９．５２ｍｍ銅管肉厚０．８ｍｍ保温厚１０ｍｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ）呼び径１／４×３／８Ｂ銅管外
径６．３５／９．５２ｍｍ銅管肉厚０．８／０．８ｍｍ保温厚１０／１０ｍ
ｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ）呼び径１／４×１／２Ｂ銅管外
径６．３５／１２．７ｍｍ銅管肉厚０．８／０．８ｍｍ保温厚１０／１０ｍ
ｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ）呼び径３／８×５／８Ｂ銅管外
径９．５２／１５．８８ｍｍ銅管肉厚０．８／１．０ｍｍ保温厚１０／１０
ｍｍ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管ペアコイル（２０ｍ）呼び径３／８×３／４Ｂ銅管外
径９．５２／１９．０５ｍｍ銅管肉厚０．８／１．２ｍｍ保温厚１０／１０
ｍｍ

692 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ＴＳ４５°エルボ３０ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＴＳ４５°エルボ４０ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＴＳ４５°エルボ５０ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＴＳ４５°エルボ６５ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＴＳ４５°エルボ７５ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＴＳ４５°エルボ１００ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＴＳ４５°エルボ１２５ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＴＳ４５°エルボ１５０ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＨＩ４５°エルボ３０ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＨＩ４５°エルボ４０ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＨＩ４５°エルボ５０ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＨＩ４５°エルボ６５ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＨＩ４５°エルボ７５ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＨＩ４５°エルボ１００ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＨＩ４５°エルボ１２５ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３

692 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ＨＩ４５°エルボ１５０ｍｍＪＩＳ　Ｋ
６７４３



708 計器類
計器類温度計　バイメタル温度計０～２００℃　φ１００　感温部ＳＵ
Ｓ　Ｔ形



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

Web スパイラルダクト（亜鉛引き） スパイラルダクト（亜鉛引き）直管　４ｍ口径３５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ

Web スパイラルダクト（亜鉛引き） スパイラルダクト（亜鉛引き）直管　４ｍ口径４００ｍｍ×厚０．５ｍｍ

Web スパイラルダクト（亜鉛引き） スパイラルダクト（亜鉛引き）直管　４ｍ口径４５０ｍｍ×厚０．５ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径２２５ｍｍ×厚０．６
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径２５０ｍｍ×厚０．６
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径２７５ｍｍ×厚０．６
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径３００ｍｍ×厚０．６
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径６５０ｍｍ×厚０．８
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径７００ｍｍ×厚０．８
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径８５０ｍｍ×厚１．０
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径９００ｍｍ×厚１．０
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径９５０ｍｍ×厚１．０
ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）差し込み継手口径１，０００ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径２２５ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径２５０ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径２７５ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径３００ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径６５０ｍｍ×厚０．
８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径７００ｍｍ×厚０．
８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径８５０ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径９００ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径９５０ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　９０°口径１，０００ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径２２５ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径２５０ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径２７５ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径３００ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径６５０ｍｍ×厚０．
８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径７００ｍｍ×厚０．
８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径８５０ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径９００ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径９５０ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１Ｒ　４５°口径１，０００ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径２２５ｍｍ×厚
０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径２５０ｍｍ×厚
０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径２７５ｍｍ×厚
０．６ｍｍ



735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径３００ｍｍ×厚
０．６ｍｍ
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735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径６５０ｍｍ×厚
０．８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径７００ｍｍ×厚
０．８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径８５０ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径９００ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径９５０ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　９０°口径１，０００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径２２５ｍｍ×厚
０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径２５０ｍｍ×厚
０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径２７５ｍｍ×厚
０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径３００ｍｍ×厚
０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径６５０ｍｍ×厚
０．８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径７００ｍｍ×厚
０．８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径８５０ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径９００ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径９５０ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド１．５Ｒ　４５°口径１，０００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径２２５ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径２５０ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径２７５ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径３００ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径６５０ｍｍ×厚０．
８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径７００ｍｍ×厚０．
８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径８５０ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径９００ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径９５０ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　９０°口径１，０００ｍｍ×厚
１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径２２５ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径２５０ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径２７５ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径３００ｍｍ×厚０．
６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径６５０ｍｍ×厚０．
８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径７００ｍｍ×厚０．
８ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径８５０ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径９００ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径９５０ｍｍ×厚１．
０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）ベンド２Ｒ　４５°口径１，０００ｍｍ×厚
１．０ｍｍ



735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２２５ｍｍ×口径１００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ
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735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２２５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２２５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２２５ｍｍ×口径２００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２２５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２５０ｍｍ×口径１００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２５０ｍｍ×口径１７５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２５０ｍｍ×口径２００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２５０ｍｍ×口径２５０ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２７５ｍｍ×口径１００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２７５ｍｍ×口径２００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径２７５ｍｍ×口径２７５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径１００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径１２５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径１５０ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径１７５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径２００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径２２５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径２５０ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径２７５ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径３００ｍｍ×口径３００ｍｍ×
厚０．６ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径６５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ×
厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径６５０ｍｍ×口径５００ｍｍ×
厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径６５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ×
厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径６５０ｍｍ×口径６００ｍｍ×
厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径６５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×
厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径７００ｍｍ×口径５００ｍｍ×
厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径７００ｍｍ×口径５５０ｍｍ×
厚０．８ｍｍ



736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径７００ｍｍ×口径６００ｍｍ×
厚０．８ｍｍ



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径７００ｍｍ×口径６５０ｍｍ×
厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径７００ｍｍ×口径７００ｍｍ×
厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径８５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径８５０ｍｍ×口径７００ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径８５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径８５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径８５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９００ｍｍ×口径７００ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９００ｍｍ×口径７５０ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９００ｍｍ×口径８００ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９００ｍｍ×口径８５０ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９００ｍｍ×口径９００ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９５０ｍｍ×口径８００ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９５０ｍｍ×口径９００ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径９５０ｍｍ×口径９５０ｍｍ×
厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径１，０００ｍｍ×口径８００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径１，０００ｍｍ×口径８５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径１，０００ｍｍ×口径９００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径１，０００ｍｍ×口径９５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）Ｔ管口径１，０００ｍｍ×口径１，０００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２２５ｍｍ×口径１００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２２５ｍｍ×口径１２５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２２５ｍｍ×口径１５０ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２２５ｍｍ×口径１７５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２２５ｍｍ×口径２００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２２５ｍｍ×口径２２５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２５０ｍｍ×口径１００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２５０ｍｍ×口径１２５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２５０ｍｍ×口径１５０ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２５０ｍｍ×口径１７５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２５０ｍｍ×口径２００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２５０ｍｍ×口径２２５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２５０ｍｍ×口径２５０ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２７５ｍｍ×口径１００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ



735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２７５ｍｍ×口径１２５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２７５ｍｍ×口径１５０ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２７５ｍｍ×口径１７５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２７５ｍｍ×口径２００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径２７５ｍｍ×口径２７５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径１００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径１２５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径１５０ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径１７５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径２００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径２２５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径２５０ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径２７５ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径３００ｍｍ×口径３００ｍ
ｍ×厚０．６ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径６５０ｍｍ×口径４５０ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径６５０ｍｍ×口径５００ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径６５０ｍｍ×口径５５０ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径６５０ｍｍ×口径６００ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径６５０ｍｍ×口径６５０ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径７００ｍｍ×口径５００ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径７００ｍｍ×口径５５０ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径７００ｍｍ×口径６００ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径７００ｍｍ×口径６５０ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径７００ｍｍ×口径７００ｍ
ｍ×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径８５０ｍｍ×口径６５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径８５０ｍｍ×口径７００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径８５０ｍｍ×口径７５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径８５０ｍｍ×口径８００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径８５０ｍｍ×口径８５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９００ｍｍ×口径７００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９００ｍｍ×口径７５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９００ｍｍ×口径８００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９００ｍｍ×口径８５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９００ｍｍ×口径９００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９５０ｍｍ×口径７５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ



736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９５０ｍｍ×口径８００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ
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736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９５０ｍｍ×口径８５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９５０ｍｍ×口径９００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径９５０ｍｍ×口径９５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径１，０００ｍｍ×口径８００
ｍｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径１，０００ｍｍ×口径８５０
ｍｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径１，０００ｍｍ×口径９００
ｍｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径１，０００ｍｍ×口径９５０
ｍｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）４５°Ｙ管口径１，０００ｍｍ×口径１，０
００ｍｍ×厚１．０ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２２５ｍｍ×口径１２５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２２５ｍｍ×口径１５０ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２２５ｍｍ×口径１７５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２２５ｍｍ×口径２００ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２５０ｍｍ×口径１２５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２５０ｍｍ×口径１５０ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２５０ｍｍ×口径１７５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２５０ｍｍ×口径２００ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２５０ｍｍ×口径２２５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２７５ｍｍ×口径１２５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２７５ｍｍ×口径１５０ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２７５ｍｍ×口径１７５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２７５ｍｍ×口径２００ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２７５ｍｍ×口径２２５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径２７５ｍｍ×口径２５０ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径３００ｍｍ×口径１５０ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径３００ｍｍ×口径１７５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径３００ｍｍ×口径２００ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径３００ｍｍ×口径２２５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径３００ｍｍ×口径２５０ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

735 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径３００ｍｍ×口径２７５ｍｍ
×厚０．６ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径６５０ｍｍ×口径３７５ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径６５０ｍｍ×口径４００ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径６５０ｍｍ×口径４５０ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径６５０ｍｍ×口径５００ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径６５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径６５０ｍｍ×口径６００ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径７００ｍｍ×口径４００ｍｍ
×厚０．８ｍｍ



736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径７００ｍｍ×口径４５０ｍｍ
×厚０．８ｍｍ
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736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径７００ｍｍ×口径５００ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径７００ｍｍ×口径５５０ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径７００ｍｍ×口径６００ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径７００ｍｍ×口径６５０ｍｍ
×厚０．８ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径８５０ｍｍ×口径５００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径８５０ｍｍ×口径５５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径８５０ｍｍ×口径６００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径８５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径８５０ｍｍ×口径７００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径８５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径８５０ｍｍ×口径８００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９００ｍｍ×口径６００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９００ｍｍ×口径６５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９００ｍｍ×口径７００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９００ｍｍ×口径７５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９００ｍｍ×口径８００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９００ｍｍ×口径８５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９５０ｍｍ×口径６００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９５０ｍｍ×口径６５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９５０ｍｍ×口径７００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９５０ｍｍ×口径７５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９５０ｍｍ×口径８００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９５０ｍｍ×口径８５０ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径９５０ｍｍ×口径９００ｍｍ
×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径１，０００ｍｍ×口径７００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径１，０００ｍｍ×口径７５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径１，０００ｍｍ×口径８００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径１，０００ｍｍ×口径９００ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

736 スパイラルダクト（亜鉛引き）
スパイラルダクト（亜鉛引き）片落管口径１，０００ｍｍ×口径９５０ｍ
ｍ×厚１．０ｍｍ

766 消火器 消火器ＡＢＣ粉末４型蓄圧式薬剤１．２ｋｇ

766 消火器 消火器ＡＢＣ粉末６型蓄圧式薬剤２ｋｇ

820 枠組足場部材賃貸料金 枠組足場部材賃貸料金賃貸料大引受幅１５０ｍｍ×高２３１ｍｍ

820 枠組足場部材賃貸料金 枠組足場部材賃貸料金基本料大引受幅１５０ｍｍ×高２３１ｍｍ
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279
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブラ
ンド品―

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＳＹＱ－２０ 長９９８ｍｍ×幅
２００ｍｍ×高２０ｍｍ×ピッチ１７ｍｍ ４．２ｋｇ／枚       カネソウ

279
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブラ
ンド品―

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＢＴＭＯ３０－Ｔ１００Ｎ 長５９
８ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高６３ｍｍ×ピッチ１０ｍｍ ９．０ｋｇ／ｍ       ダイク
レ

279
ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型）―ブラ
ンド品―

ステンレス製グレーチング（溝ぶた・組立型） ＢＴＭＯ３０－Ｉ１００Ｎ 長５９８
ｍｍ×幅２９０ｍｍ×高９６ｍｍ×ピッチ１０ｍｍ １０．０ｋｇ／ｍ       ダイク
レ

280 特殊グレーチング―ブランド品―
特殊グレーチング ドレンゲッター ＴＡＮＪ－５ＮＳ 長９９８ｍｍ×幅９４ｍｍ
×高４４ｍｍ　排水性舗装用 １３．９ｋｇ／組      石田鉄工

280 特殊グレーチング―ブランド品―
特殊グレーチング ＳＧメッキグレーチング ＴＩＢ－１ＨＮＳ１５０－１０Ｐ２０Ｓ
Ｇ 荷重Ｔ－２５　幅９９５ｍｍ×長１，１００ｍｍ×高１５０ｍｍ １４６．０ｋｇ／
組      石田鉄工

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（枠型　直壁～５分壁） 鋼製枠（Ａ）
ＦＢ６×５０×６４０　φ１６　めっき       スリットエンジ

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（枠型　直壁～５分壁） 鋼製枠
（Ｂ）　ＦＢ９×５０×６４０　φ１６　めっき       スリットエンジ

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（枠型　直壁～５分壁） バックマッ
ト（植生マット）       スリットエンジ

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（枠型　直壁～５分壁） チェーン
φ６ｍｍ　めっき       スリットエンジ

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（枠型　直壁～５分壁） チェーン
φ８ｍｍ　めっき       スリットエンジ

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（網型　１分壁～５分壁） 鋼製網
（標準）　６００×２０００　めっき       スリットエンジ

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（網型　１分壁～５分壁） バック
マット（植生マット）       スリットエンジ

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（網型　１分壁～５分壁） チェーン
φ６ｍｍ　めっき       スリットエンジ

365 補強土壁（鋼製）―ブランド品―
補強土壁（鋼製）  鋼製スリットウォール（網型　１分壁～５分壁） チェーン
φ８ｍｍ　めっき       スリットエンジ

379 コンクリート養生マット―ブランド品―
コンクリート養生マット エービーイーマット３号 幅１．０ｍ×長５０（３０）ｍ
×厚３ｍｍ        阿部キルト工業

Web ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―
ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール  Ｇ－５０　Ｌ＝１５
０　フラップ弁型       中部美化企業

Web ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―
ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール  Ｇ－５０　Ｌ＝２５
０　フラップ弁型       中部美化企業

Web ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―
ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール  Ｇ－５０　Ｌ＝３０
０　フラップ弁型       中部美化企業

Web ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―
ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール  Ｇ－５０　Ｌ＝３５
０　フラップ弁型       中部美化企業

Web ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―
ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール  Ｇ－５０　Ｌ＝４０
０　フラップ弁型       中部美化企業

Web ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―
ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール  Ｇ－５０　Ｌ＝４５
０　フラップ弁型       中部美化企業

Web ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―
ウィープホール（地下水圧防止具） Ｇ型・ウィープホール  Ｇ－５０　Ｌ＝５０
０　フラップ弁型       中部美化企業

Web ウィープホール（地下水圧防止具）―ブランド品―
ウィープホール（地下水圧防止具） Ｑ４型・集水フィルター  Ｑ４－５０
中部美化企業

Web 人造石【公表価格】
人造石 グリーンウッドⅢ １００角（平ユニット）　ＧＫ－１００ 縦９２．０×幅９
２．０×厚８．５ｍｍ       アイコットリョーワ

Web 人造石【公表価格】
人造石 グリーンウッドⅢ １００角（平階段）　ＧＫ－１０１ 縦９２．０×幅９
２．０×厚８．５ｍｍ       アイコットリョーワ

Web 人造石【公表価格】
人造石 グリーンウッドⅢ １００角（平コーナー）　ＧＫ－１０２ 縦９２．０×幅
９２．０×厚８．５ｍｍ       アイコットリョーワ

Web 人造石【公表価格】
人造石 グリーンウッドⅢ １００角（タレ付階段）　ＧＫ－１０３ 縦（９２＋３０）
×幅９２．０×厚８．５ｍｍ       アイコットリョーワ

Web 人造石【公表価格】
人造石 グリーンウッドⅢ １５０角（平ユニット）　ＧＫ－１５０ 縦１４２．０×幅
１４２．０×厚９．０ｍｍ       アイコットリョーワ

Web 人造石【公表価格】
人造石 グリーンウッドⅢ １５０角（平階段）　ＧＫ－１５１ 縦１４２．０×幅１
４２．０×厚９．０ｍｍ       アイコットリョーワ

Web 人造石【公表価格】
人造石 グリーンウッドⅢ １５０角（平コーナー）　ＧＫ－１５２ 縦１４２．０×
幅１４２．０×厚９．０ｍｍ       アイコットリョーワ

Web 人造石【公表価格】
人造石 グリーンウッドⅢ １５０角（タレ付階段）　ＧＫ－１５３ 縦（１４２＋３
０）×幅１４２．０×厚９．０ｍｍ       アイコットリョーワ

512 けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―
けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 エコラックス 厚６ｍｍ×幅９１０ｍｍ
×長１，８２０ｍｍ 内外装用硬質       ニチアス

512 けい酸カルシウム板（特殊品）―ブランド品―
けい酸カルシウム板（特殊品）　素板 エコラックス 厚８ｍｍ×幅９１０ｍｍ
×長１，８２０ｍｍ 内外装用硬質       ニチアス

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０１） 定格容量１０μＦ ５０Ｈｚ
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595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０１） 定格容量１５μＦ ５０Ｈｚ
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595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０１） 定格容量２０μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ（ＪＩＳ
Ｃ　４９０１） 定格容量３０μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量４０μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量５０μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量７５μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１００μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１５０μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２００μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２５０μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量３００μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量４００μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量５００μＦ ５０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１０μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１５μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２０μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量３０μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量４０μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量５０μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量７５μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１００μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量１５０μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２００μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量２５０μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量３００μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量４００μＦ ６０Ｈｚ

595 コンデンサ
コンデンサ 乾式 低圧進相コンデンサ（単・三相）  定格電圧２００Ｖ
（ＪＩＳ　Ｃ　４９０１） 定格容量５００μＦ ６０Ｈｚ

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  ＭＯＣ－Ａ
３Ｖ－Ｒ  定格５Ａ　静止形    三菱電機

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  ＭＤＧ－
Ａ３Ｖ－Ｒ  定格１００／１１０Ｖ　静止形    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   ＨＣ８－Ｔ 定格容量２．２ｋ
Ｗ／２２０Ｖ・４ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無し     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   ＨＣ１０－Ｔ 定格容量２．７
ｋＷ／２２０Ｖ・５．５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無し     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   ＨＣ２０－Ｔ 定格容量４．５
ｋＷ／２２０Ｖ・１０ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無し     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   ＨＣ３５－Ｔ 定格容量７．５
ｋＷ／２２０Ｖ・１５ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無し     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   ＨＣ５５－Ｔ 定格容量１１ｋ
Ｗ／２２０Ｖ・２２ｋＷ／４４０Ｖ　ケース無し     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） 電磁接触器   ＨＣ２０ 定格使用電流２２
Ａ／２２０Ｖ・２２Ａ／４４０Ｖ　ケース無し     日立産機システム
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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） 電磁接触器   ＨＣ５５ 定格使用電流５５
Ａ／２２０Ｖ・５０Ａ／４４０Ｖ　ケース無し     日立産機システム

623 設備時計【公表価格】
親時計 ＱＴ－７８１０ 壁掛１Ｐ　子時計３０台（長波電波修正・ＵＳＢ
式・プログラムタイマ付き）        セイコータイムクリエーション

623 設備時計【公表価格】
親時計 ＱＴ－７８２０ 壁掛２Ｐ　子時計６０台（長波電波修正・ＵＳＢ
式・プログラムタイマ付き）        セイコータイムクリエーション

733 ベンチレータ―ブランド品―
ベンチレータ 屋上換気扇  ＶＳ－９００Ａ ５０Ｈｚ ファン径９０ｃｍ 出
力３，７００Ｗ 風量４５７ｍ３／ｍｉｎ   葵精工

758 水栓金具―ブランド品―
台付シングル混合水栓（エコシングル，ゴム栓）  ＴＬＨＧ３０ＥＧＲ 口
径１３ｍｍ ＪＩＳ　Ｂ　２０６１ ゴム栓付き     ＴＯＴＯ

771 水質測定分析機器【公表価格】
水質測定分析機器 導電率計 Ｆ－２０００Ｃ－Ｅ 導電率　０．００μＳ
／ｍ～１９９．９Ｓ／ｍ 卓上用　精密測定用　デジタル表示      堀
場製作所

780 階段昇降機【公表価格】

階段昇降機 楽ちん号ＫＦＷ 曲線型（屋内） 住宅用，公共施設 ロー
ラーギア・ラック方式　単相１００Ｖ　 大斜傾角度５０°　６ｍ／分
１人乗り（９０ｋｇ）・標準据付工事費を含む（各機種共通）     マイク
ロエレベーター

Web ロープ用金物 ロープ用金物 ワイヤグリップ ６ｍｍ鍛造（ＦＲ型）
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180 型枠締付け金物―ブランド品― 型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｗ型　６０用        国元商会

180 型枠締付け金物―ブランド品― 型枠締付け金物 ＫＳタイ 当板　Ｗ型　丸用        国元商会

180 型枠締付け金物―ブランド品― 型枠締付け金物 ＫＳタイ スラブ受ダブル型　６０用        国元商会

180 型枠締付け金物―ブランド品― 型枠締付け金物 ＫＳタイ スラブ受ダブル型　丸用        国元商会

180 型枠締付け金物―ブランド品― 型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　８×１５０        国元商会

180 型枠締付け金物―ブランド品― 型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　８×１６５        国元商会

180 型枠締付け金物―ブランド品― 型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　９×１５０        国元商会

180 型枠締付け金物―ブランド品― 型枠締付け金物 ＫＳタイ 本体　９×１６５        国元商会

181 モルタルスペーサー―ブランド品― ＪＬスペーサ かぶり５５／６０ｍｍ １５０個／箱        ジャパンライフ

431 のり面緑化材―ブランド品― 養生剤 ストックソーブ　細粒 保水剤　２５ｋｇ箱        トモグリーン・ケミカル

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 ＮＫ植生ネットＰ２０ ２０×２５ｍ
ｍ　補強ロープ２本入 繊維ネット       日研化成

683 特殊管―ブランド品―
特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－０５０Ｎ 直管１０ｍ
イノアック住環境

683 特殊管―ブランド品―
特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径７５ ＩＰＧＤ－ＰＳ－０７５ 直管１０ｍ
イノアック住環境

683 特殊管―ブランド品―
特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径１００ ＩＰＧＤ－ＰＳ－１００ 直管１０ｍ
イノアック住環境

683 特殊管―ブランド品―
特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径１５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－１５０ 直管１０ｍ
イノアック住環境

683 特殊管―ブランド品―
特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径２００ ＩＰＧＤ－ＰＳ－２００ 直管１０ｍ
イノアック住環境

683 特殊管―ブランド品―
特殊管 アイポリーガードＰＳ 呼び径２５０ ＩＰＧＤ－ＰＳ－２５０ 直管１０ｍ
イノアック住環境

695 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＵ） ３５０ｍｍ メー
カー規格

695 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＵ） ４００ｍｍ メー
カー規格

695 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＵ） ３５０ｍｍ×３０
０ｍｍ メーカー規格

695 硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工）
硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＴＳ加工） ソケット（原管ＶＵ） ４００ｍｍ×３５
０ｍｍ メーカー規格

698 排水集合管―ブランド品―
耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック ＸＪＨ－ＢＫ １００×７５
（Ｉ）        フネンアクロス

698 排水集合管―ブランド品―
耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック ＸＪＨ－ＢＫ １００×７５
（Ｌ）        フネンアクロス

698 排水集合管―ブランド品―
耐火二層管排水継手アクロスハイパワーブロック ＸＪＨ－ＢＫ １００×７５
（Ｔ）        フネンアクロス

698 排水集合管―ブランド品―
耐火二層管排水継手アクロスブロック ＸＪ－ＢＫ ７５×５０（Ｉ）        フネン
アクロス

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長３００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径２５ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径３２ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径４０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ
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748 フレキシブル継手―ブランド品―
フレキシブル継手 本体： ステンレス製 ＴＦ－４８０００スーパーＮＷ フラン
ジ　ＪＩＳ１０Ｋ　ＳＳ４００ 径５０ｍｍ×長５００ｍｍ 国土交通省仕様書適合
品    トーフレ

749 自動制御機器―ブランド品―
電子式検出器 ＥＤＹ１０ＴＥ－Ｒ 温度検出　室内用　０～５０℃        パナ
ソニックＥＷエンジニアリング



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

749 自動制御機器―ブランド品―
電子式検出器 ＥＤＹ１１ＴＨ－Ｒ 湿度検出　室内用　３０～９０％ＲＨ　温湿
度用        パナソニックＥＷエンジニアリング

749 自動制御機器―ブランド品―
電子式検出器 ＴＹ７０４３Ｚ０Ｐ００ 温度検出　室内用　０～６０℃
アズビル

749 自動制御機器―ブランド品―
電子式検出器 ＨＹ７０４５Ｔ１０００ 湿度検出　室内用　０～１００％Ｒ
Ｈ        アズビル

812 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 不足分弁
償金（新品） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満

812 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 不足分弁
償金（中古） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満

812 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 修理費（大
曲） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満

812 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 修理費（穴
埋） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満

812 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 Ｈ―５００ ３００ｋｇ／ｍ 修理費（短
尺補償） 標準長１～６ｍ スクラップ長３ｍ未満

813 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  ９０日（３カ月）以
内

813 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  １８０日（６カ月）
以内

813 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  ３６０日（１２カ
月）以内

813 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  ７２０日（２４カ
月）以内

813 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  １０８０日（３６カ
月）以内

813 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  不足分弁償金
（新品）

813 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  不足分弁償金
（中古）

813 仮設鋼材賃貸料金 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  整備費

813 仮設鋼材賃貸料金 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  修理費（大曲）

813 仮設鋼材賃貸料金 仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  修理費（穴埋）

813 仮設鋼材賃貸料金
仮設鋼材賃貸料金 鋼製山留材 部品（Ｈ－５００）  修理費（短尺補
償）
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頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ　幅１，
０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ
幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ　幅
１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅
１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ
幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ
幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ
幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０ｍｍ
幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５ｍｍ
幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０ｍｍ
幅１，０００≦Ｗ＜１，２００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ　幅１，
２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ
幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ　幅
１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅
１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ
幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ
幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ
幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０ｍｍ
幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５ｍｍ
幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０ｍｍ
幅１，２００≦Ｗ＜１，５００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ　幅１，
５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ
幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ　幅
１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅
１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ
幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ
幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ
幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０ｍｍ
幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５ｍｍ
幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０ｍｍ
幅１，５００≦Ｗ≦１，８２９ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ　幅１，
８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６ｍｍ
幅１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ　幅
１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍｍ　幅
１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ
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9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５ｍｍ
幅１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０ｍｍ
幅１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ
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9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５ｍｍ
幅１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０
ｍｍ　幅１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５
ｍｍ　幅１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０
ｍｍ　幅１，８２９＜Ｗ≦２，０００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ
幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６
ｍｍ　幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ
幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍ
ｍ　幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５
ｍｍ　幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０
ｍｍ　幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５
ｍｍ　幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０
ｍｍ　幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５
ｍｍ　幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０
ｍｍ　幅２，０００＜Ｗ≦２，３００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ
幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６
ｍｍ　幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ
幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍ
ｍ　幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５
ｍｍ　幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０
ｍｍ　幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５
ｍｍ　幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０
ｍｍ　幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５
ｍｍ　幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０
ｍｍ　幅２，３００＜Ｗ≦２，６００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚ｔ＝４．５ｍｍ
幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４．５＜ｔ≦６
ｍｍ　幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚６＜ｔ＜８ｍｍ
幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚８≦ｔ＜１２ｍ
ｍ　幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚１２≦ｔ≦２５
ｍｍ　幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚２５＜ｔ≦３０
ｍｍ　幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３０＜ｔ≦３５
ｍｍ　幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚３５＜ｔ≦４０
ｍｍ　幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４０＜ｔ≦４５
ｍｍ　幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅，厚みエキストラ 厚４５＜ｔ≦５０
ｍｍ　幅２，６００＜Ｗ≦２，９００ｍｍ

9
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 寸法エキストラ 幅エキストラ ２，９００＜Ｗ　３００ｍ
ｍ又はその端数ごとに

25 平鋼 平鋼 ＳＳ４００ 厚３ｍｍ ×幅５０ｍｍ １．１８ｋｇ／ｍ



36 軽溝形鋼
軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅４０ｍｍ×厚２．３ｍｍ
３．１１ｋｇ／ｍ



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

36 軽溝形鋼
軽溝形鋼 ＳＳＣ４００相当品 高１００ｍｍ×幅５０ｍｍ×厚３．２ｍｍ
４．７６ｋｇ／ｍ

46 一般構造用炭素鋼鋼管
一般構造用炭素鋼鋼管 ＳＴＫ４００ 外径２１．７ｍｍ×肉厚２．３ｍ
ｍ １．１０ｋｇ／ｍ

47 一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００）
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚３．２ｍｍ×辺５０ｍ
ｍ×辺５０ｍｍ ４．５０ｋｇ／ｍ     ＪＩＳ　Ｇ　３４６６

47 一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００）
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚３．２ｍｍ×辺９０ｍ
ｍ×辺９０ｍｍ ８．５１ｋｇ／ｍ     ＪＩＳ　Ｇ　３４６６

47 一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００）
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 正方形 厚６．０ｍｍ×辺１２５
ｍｍ×辺１２５ｍｍ ２１．７ｋｇ／ｍ     ＪＩＳ　Ｇ　３４６６

47 一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ　４００）
一般構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００） 長方形 厚３．２ｍｍ×辺１５０
ｍｍ×辺１００ｍｍ １２．０ｋｇ／ｍ     ＪＩＳ　Ｇ　３４６６

172 ローリングタワー―ブランド品―
アルインコ式 ＲＴ３ＢＸ ３段 作業床高４．９２～５．０３ｍ ４８１ｋｇ／
基      アルインコ

172 ローリングタワー―ブランド品―
アルインコ式 ＲＴ４ＢＸ ４段 作業床高６．４６～６．５８ｍ ５９３ｋｇ／
基      アルインコ

172 ローリングタワー―ブランド品―
アルインコ式 ＲＴ５ＢＸ ５段 作業床高８．０７～８．１９ｍ ７１２ｋｇ／
基      アルインコ

196 塗膜剥離剤―ブランド品―
塗膜剥離剤 ＳＴＲＩＰＰＥＲ 中性型水系剥離剤ＥＣＯ ｍ２当たり標準
使用量０．５～１．０ｋｇ ★      三重塗料

Web 目地材―ブランド品―
成型目地材  スパンシール誘発目地材 Ｔ１０，Ｌ１０５０ｍｍ       早
川ゴム

Web 目地材―ブランド品―
成型目地材  スパンシール誘発目地材 埋込化粧目地　Ｎ型，Ｌ２０
００ｍｍ       早川ゴム

Web 目地材―ブランド品―
成型目地材  スパンシール誘発目地材 埋込化粧目地　Ｌ型，Ｌ２０
００ｍｍ       早川ゴム

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０
ｍｍ ＮＬ－２０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取
付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間９９
ｍｍ ＮＬ－３０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体取
付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２
０ｍｍ ＮＬ－４０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体
取付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１３
５ｍｍ ＮＬ－５０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体
取付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１５
８ｍｍ ＮＬ－６０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体
取付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１７
３ｍｍ ＮＬ－７０ＦＬＴＢ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 本体
取付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間８０
ｍｍ ＮＬ－２０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取
付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量３０ｍｍ 標準遊間９９
ｍｍ ＮＬ－３０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版取
付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量４０ｍｍ 標準遊間１２
０ｍｍ ＮＬ－４０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版
取付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量５０ｍｍ 標準遊間１３
５ｍｍ ＮＬ－５０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版
取付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量６０ｍｍ 標準遊間１５
８ｍｍ ＮＬ－６０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版
取付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 メタルガージョイント 伸縮量７０ｍｍ 標準遊間１７
３ｍｍ ＮＬ－７０ＦＬＴＡ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 床版
取付型二次止水材付（排水ホース別途）  中外道路

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 ＰＣＪスーパージョイント 伸縮量２０ｍｍ 標準遊間
７０ｍｍ ＰＣＪ－２０ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可   中外道
路

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 ＰＣＪスーパージョイント 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間
７７．５ｍｍ ＰＣＪ－２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可   中
外道路

344 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 ＰＣＪスーパージョイント 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間
９２．５ｍｍ ＰＣＪ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可   中
外道路



376 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） その他固化材 フロックサイト　ＨＧ－１０ ため池堆
積土改質剤 ２０ｋｇ袋      エコ・プロジェクト



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

376 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） その他固化材 泥ん固　ＮＯ．７ 農地・河川・浚渫
中性タイプ フレコン      エコ・プロジェクト

376 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） その他固化材 泥ん固　ＮＣ－１１ 高含水泥土・有
機土質・六価クロム対応 フレコン      エコ・プロジェクト

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
背付きレックウッドベンチ ＦＬ００１Ａ－ＥＭ－ＮＡ－ＲＤ／ＣＫ　Ｗ１，
８００×Ｄ５９１×Ｈ７４６         コトブキ

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
背なしベンチ Ｊ－１１　Ｗ１，８００×Ｄ４３０×Ｈ４００         東海遊具
製作所

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
背なしベンチ Ｊ－９６　Ｗ１，８００×Ｄ４７０×Ｈ４００         東海遊具
製作所

450 公園補助資材―ブランド品―
人工芝生 セーフティターフ ＲＴ－２５　１．８２ｍ幅×１０ｍ        泉
州敷物

450 公園補助資材―ブランド品―
人工芝生 セーフティターフ ＲＴ－３５　１．８２ｍ幅×１０ｍ        泉
州敷物

627 防犯機器―ブランド品―
赤外線センサー ＰＸＢ－２０ＴＥ 屋外２０ｍ        竹中エンジニアリン
グ

627 防犯機器―ブランド品―
赤外線センサー ＰＸＢ－４０ＴＥ 屋外４０ｍ        竹中エンジニアリン
グ

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ ２００ｍ
ｍ メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ ２５０ｍ
ｍ メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ ３００ｍ
ｍ メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°エルボ ３５０ｍ
ｍ メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲エルボ ２
００ｍｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲エルボ ２
５０ｍｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°大曲エルボ ３
００ｍｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ ２００ｍ
ｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ ２５０ｍ
ｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ ３００ｍ
ｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ４５°エルボ ３５０ｍ
ｍ メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ２００ｍｍ Ａ
Ｓ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ２５０ｍｍ Ａ
Ｓ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ３００ｍｍ
メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ３５０ｍｍ
メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ２００ｍｍ×
１００ｍｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ２００ｍｍ×
１２５ｍｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ９０°Ｙ ２００ｍｍ×
１５０ｍｍ メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット ２００ｍｍ Ａ
Ｓ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット ２５０ｍｍ Ａ
Ｓ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット ３００ｍｍ Ａ
Ｓ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット ３５０ｍｍ
メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） ソケット ４００ｍｍ
メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー ２００
ｍｍ×１２５ｍｍ メーカー規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー ２００
ｍｍ×１５０ｍｍ ＡＳ規格

Web 屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ）
屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（ＶＵ） インクリーザー ２５０
ｍｍ×２００ｍｍ ＡＳ規格



769 油吸着材【公表価格】
油吸着材 オイルメディマット  油吸着マット　幅５０ｃｍ×長４０ｃｍ×
厚３ｍｍ　１００枚入       ワイエスピー



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

769 油吸着材【公表価格】
油吸着材 オーエスライト・スーパー  全天候型粒状油吸着材　２ｋｇ
ワイエスピー

770 油処理材【公表価格】
油処理材 オイルメディ １０ 二次汚染防止型油処理剤（希釈済） 容
量２０ｌ入      ワイエスピー

773 焼却炉【公表価格】
焼却炉 ＬＳＺ－４００Ｊ 幅１，７６０ｍｍ 奥行１，８５０ｍｍ 高５，３８０
ｍｍ 容積４７０ｌ 焼却能力２９（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ　火床
面積０．４０ｍ２　廃プラ対応（大型投入口・高性能タイプ）    ＤＡＩＴＯ

773 焼却炉【公表価格】
焼却炉 ＬＳⅡ－４００Ｊ 幅１，７６０ｍｍ 奥行１，８５０ｍｍ 高５，３８
０ｍｍ 容積４７０ｌ 焼却能力２９（プラスチック焼却時１２）ｋｇ／ｈ　火
床面積０．４０ｍ２　廃プラ対応（高性能タイプ）    ＤＡＩＴＯ

780 ホームエレベータ【公表価格】

スイ～とホームＳ　グランデ  ２階建 鉄骨・ＲＣ住宅 間口１３２５ｍｍ
奥行１５７５ｍｍ　ベースメント巻胴駆動　単相３線式　上昇２０ｍ
（ 高３０ｍ）／分・下降３０ｍ／分 ３人乗り（２００ｋｇ），標準据付工
事費含む・停電時自動着床装置付き     三菱日立ホームエレベー
ター

786 試験器・測定器【公表価格】
試験器・測定器 超高性能埋設ケーブル・配管探索機 ＲＤ８２００Ｇ
グッドマン

786 試験器・測定器【公表価格】
試験器・測定器 リチウムパワートレーサー ＰＴＲ６２０ ０～６００ＶＡ
Ｃ対応       グッドマン

786 試験器・測定器【公表価格】
試験器・測定器 フォルトキャスター ＦＣ２００Ｓ　充電式ケーブル測
長機 測長距離２ｋｍ       グッドマン

799 清掃保守材【公表価格】
清掃保守材 洗剤 ＮＥＸＴトイレウォッシュ  中性　トイレ用洗剤　８０
０ｇ      ミッケル化学

799 清掃保守材【公表価格】
清掃保守材 洗剤 ＮＥＸＴバスクイック  中性　バス用洗剤　２０ｋｇ
ミッケル化学

Web コンクリートカッタブレード
コンクリートカッタブレード ７インチ（径１８０ｍｍ） 手動式電動カッタ
用



掲載
頁

帯名称　(項目名称) 品名・工種 備考

5
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板
―エキストラ―

鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ（陸送納入） ９ｍ以下

5
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板
―エキストラ―

鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ（陸送納入） ９ｍ超　１２ｍ
以下

5
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板
―エキストラ―

鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ（陸送納入） １２ｍ超　１８ｍ
以下

5
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板
―エキストラ―

鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ（誘導車） ２００ｋｍ以下

5
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板
―エキストラ―

鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 輸送エキストラ（誘導車） 前衛車・後衛車
のいずれかの場合

6
月積み契約分鉄鋼販売価格　鋼管ぐい・鋼管矢板
―エキストラ―

鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ ネガティブフリクション対策ぐい（ＳＬぐい）塗
装エキストラ ＳＬぐい保護金具

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック サンガードⅡ ３５０型 １，０００ｍｍ×４４７ｍｍ×３５０
ｍｍ １７４ｋｇ／個 ２．２３６個／ｍ２ 盛岡    大下ブロック工業所

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック サンガードⅡ ５００型 １，０００ｍｍ×４４７ｍｍ×５００
ｍｍ ２１６ｋｇ／個 ２．２３６個／ｍ２ 盛岡    大下ブロック工業所

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック サンガードⅡ ５５０型 １，０００ｍｍ×４４７ｍｍ×５５０
ｍｍ ２７２ｋｇ／個 ２．２３６個／ｍ２ 盛岡    大下ブロック工業所

397 土木用遮水シート―ブランド品―
土木用遮水シート 繊維補強型加硫ゴムシート ミズシートＳ ＥＰＤＭ－Ｒ
厚１．５×幅８，０００ｍｍ       三ツ星ベルト

398 プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ）
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン（ＰＶＤ） バーチカルドレーン材
（生分解性）

445 造園補助資材―ブランド品―
表示板 ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－４０３Ｎ 高９９６×板４０６×３０６ｍｍ        ア
ボック社

445 造園補助資材―ブランド品―
表示板 ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－６０４ＮＢ 高１，０３１×板６０６×４０６ｍｍ
アボック社

445 造園補助資材―ブランド品―
表示板 ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－９０６ 高１，６５０×板９００×６００ｍｍ        ア
ボック社

445 造園補助資材―ブランド品―
表示板 ＨＫ－ｔｙｐｅ　ＨＫ－１２０９ 高１，８００×板１，２００×９００ｍｍ
アボック社

448 遊器具―ブランド品― ブランコ ２連ブランコ ＣＰ－０１５３０　Ｈ２．５６×Ｗ３．４２ｍ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品―
総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９４９Ｎ　Ｗ４，６６０×Ｄ５，１３０
ｍｍ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品―
総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９３６　Ｗ５，１８０×Ｄ７，９３０ｍ
ｍ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品―
総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９１１　Ｗ３，７７０×Ｄ４，６３０ｍ
ｍ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品―
総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９９１Ｃ　Ｗ５，１８０×Ｄ７，９３０
ｍｍ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品―
総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９１０　Ｗ８，５６０×Ｄ３，４００ｍ
ｍ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品―
総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９１４　Ｗ１０，０００×Ｄ６，０３０
ｍｍ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品―
総合遊具 プレイポートワンダー ＣＰ－０１９１５　Ｗ４，６７０×Ｄ６，１４０ｍ
ｍ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品― スイング遊具 一人用アクションコム リトルポップ        コトブキ

448 遊器具―ブランド品― スイング遊具 二人用アクションコム ウゴウゴ        コトブキ

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
背なしレックウッドベンチ ＥＸ－１３４２０　Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，８００×Ｄ３７５×
Ｈ４１０         コトブキ

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
背なしレックウッドベンチ ＥＸ－１３９２５　Ｃ２／Ｋ２　Ｗ１，９６０×Ｄ４８０×
Ｈ４００         コトブキ

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
背なしかまどベンチ ＢＢ００１Ｂ－ＳＭ－ＮＡ－ＣＫ　Ｗ１，４００×Ｄ３３５×
Ｈ５４０         コトブキ

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
背なし肘付きかまどベンチ ＢＢ００１Ｂ－ＳＭ－Ｈ１－ＣＫ　Ｗ１，４００×Ｄ
３３５×Ｈ５４０         コトブキ

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
背なし収納ベンチ ＢＢ００２Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＣＫ　Ｗ１，７００×Ｄ４２０×Ｈ
４００         コトブキ

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
かまどスツール ＢＢ００４Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＳＧ　Ｗ４５５×Ｄ４５９×Ｈ４００
コトブキ

449 テーブル・ベンチ―ブランド品―
トイレスツール ＢＢ００５Ａ－ＳＭ－ＮＡ－ＳＧ　Ｗ５５５×Ｄ５６１×Ｈ４００
コトブキ

450 休養施設―ブランド品―
パーゴラ パーゴラ ＲＸ－５５０７０ＫＳＱ Ｗ５，０００×Ｄ２，４００×Ｈ２，５６
６ｍｍ       コトブキ

450 休養施設―ブランド品―
パーゴラ 日除けパーゴラ ＳＰ００２Ｂ－ＥＭ－００－ＲＫ Ｗ７，６００×Ｄ３，
０００×Ｈ２，５４０ｍｍ       コトブキ
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450 休養施設―ブランド品―
パーゴラ 日除けパーゴラ ＳＰ００３Ｂ－ＥＭ－００－ＲＫ Ｗ４，６００×Ｄ４，
０００×Ｈ２，５４０ｍｍ       コトブキ
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450 休養施設―ブランド品―
シェルター シェルター ＲＸ－１５０７０ＶＫＳＱ Ｗ４，０００×Ｄ４，０００×Ｈ
３，２６７ｍｍ       コトブキ

450 休養施設―ブランド品―
シェルター シェルター ＲＸ－９１６８０ＫＳＱ Ｗ４，９３５×Ｄ２，８８０×Ｈ２，
６７９ｍｍ       コトブキ

451 車止め―ブランド品―
ポール型 車止め ＥＸ－８１３３４　φ２００×Ｈ７００ｍｍ　固定式　稲
田擬石 コンクリート       コトブキ

Web 伸縮目地材 伸縮目地材 成形伸縮目地材 ２０ｍｍ×６０ｍｍ　アンカータイプ

513 繊維板―ブランド品―
ＭＤＦ（中質繊維板） Ｍタイプ 厚９ｍｍ×幅９０８ｍｍ×長３，０３０
ｍｍ 建築下地用・構造用　Ｆ☆☆☆☆     ＪＩＳ　Ａ　５９０５  ノダ

685 空調用銅管
冷媒用被覆銅管シングル直管（４ｍ） 呼び径１　５／８Ｂ 銅管外径４
１．２８ｍｍ 銅管肉厚１．４５ｍｍ 保温厚１０ｍｍ

774 アスベスト撤去関連資材【公表価格】
アスベスト撤去関連資材 化学防護手袋 ニトリル防護手袋　５８－４
３５ ＪＩＳ　Ｔ　８１１６　サイズ：Ｓ，Ｍ，Ｌ，ＸＬ　１２双入り／袋       大
塚刷毛製造

774 アスベスト撤去関連資材【公表価格】

アスベスト撤去関連資材 真空掃除機 真空掃除機　ＣＴＨ２６Ｅ－Ｈ
ＥＰＡ 捕集効率：０．３μｍの微粉じんを９９．９７％以上　 大吸込
能力：３，９００ｌ／ｍｉｎ　 大吸引力：２４，０００Ｐａ フィルタバッグ・Ｈ
ＥＰＡフィルタ含む      大塚刷毛製造

774 アスベスト撤去関連資材【公表価格】

アスベスト撤去関連資材 負圧集じん機 負圧集じん機　ＭＤＦＵ－５
Ｚ 集じん効率：０．３μｍ粒子にて９９．９７％以上　処理風量：５／７
ｍ３／ｍｉｎ １次プレフィルタ・２次プレフィルタ・ＨＥＰＡフィルタ含む
大塚刷毛製造

774 アスベスト撤去関連資材【公表価格】

アスベスト撤去関連資材 エアーシャワー エアーシャワーユニット
ＳＳ－ＡＳ－８Ｔ 集じん効率：０．３μｍ粒子にて９９．９７％以上　風
量：９ｍ３／ｍｉｎ以上　風速：２３～２５ｍ／ｓｅｃ以上　３分割式 プレ
フィルタ・ＨＥＰＡフィルタ含む      大塚刷毛製造
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49 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１６ｍｍ×辺５
００ｍｍ 角 ２３８ｋｇ／ｍ

49 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１６ｍｍ×辺５
５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ

49 熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）
熱間成形角形鋼管（スーパーホットコラム）　ＳＨＣ４９０Ｂ 厚１９ｍｍ×辺５
５０ｍｍ～７００ｍｍ 角 －ｋｇ／ｍ

342 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントＺＡＫＵ 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間６
２．５ｍｍ ＺＡＫＵ－２５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可   アオイ化
学工業

342 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントＺＡＫＵ 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８
７．５ｍｍ ＺＡＫＵ－３５ 車道用 荷重支持型 市場単価適用可   アオイ化
学工業

342 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントＺＡＫＵ 伸縮量２５ｍｍ 標準遊間６
２．５ｍｍ ＺＡＫＵ－２５（耐グレ） 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐
グレーダー  アオイ化学工業

342 橋梁用伸縮装置―ブランド品―

橋梁用伸縮装置 ラバトップジョイントＺＡＫＵ 伸縮量３５ｍｍ 標準遊間８
７．５ｍｍ ＺＡＫＵ－３５（耐グレ） 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 耐
グレーダー  アオイ化学工業

451 公園補助資材―ブランド品―
根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－０５２０　幅５００ｍｍ×
長２０ｍ        グリーンフィールド

451 公園補助資材―ブランド品―
根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－１０２０　幅１，０００ｍｍ
×長２０ｍ        グリーンフィールド

451 公園補助資材―ブランド品―
根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－１５２０　幅１，５００ｍｍ
×長２０ｍ        グリーンフィールド

451 公園補助資材―ブランド品―
根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－２０２０　幅２，０００ｍｍ
×長２０ｍ        グリーンフィールド

451 公園補助資材―ブランド品―
根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－０５１０　幅５００ｍｍ×
長１０ｍ        グリーンフィールド

451 公園補助資材―ブランド品―
根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－１０１０　幅１，０００ｍｍ
×長１０ｍ        グリーンフィールド

451 公園補助資材―ブランド品―
根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－１５１０　幅１，５００ｍｍ
×長１０ｍ        グリーンフィールド

451 公園補助資材―ブランド品―
根茎調節資材 ＲＣＦ防根・防竹シート ＲＣＦ４２０－２０１０　幅２，０００ｍｍ
×長１０ｍ        グリーンフィールド

491 バルコニー（関東間）―ブランド品―
バルコニー（関東間） 屋根置式 オルネ ＢＸＹ－Ａ－９０３０Ｄ 間口２，７２７
ｍｍ×奥行８７０ｍｍ      三協アルミ

491 バルコニー（関東間）―ブランド品―
バルコニー（関東間） 屋根置式 オルネ ＢＸＹ－Ａ－９０４０Ｄ 間口２，７２７
ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ      三協アルミ

491 バルコニー（関東間）―ブランド品―
バルコニー（関東間） 屋根置式 オルネ ＢＸＹ－Ａ－１２３０Ｄ 間口３，６３６
ｍｍ×奥行８７０ｍｍ      三協アルミ

491 バルコニー（関東間）―ブランド品―
バルコニー（関東間） 屋根置式 オルネ ＢＸＹ－Ａ－１２４０Ｄ 間口３，６３６
ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ      三協アルミ

491 バルコニー（関東間）―ブランド品―
バルコニー（関東間） 柱建て式 オルネ ＢＸＨ－Ａ－９０３０Ｄ 間口２，７２７
ｍｍ×奥行８７０ｍｍ      三協アルミ

491 バルコニー（関東間）―ブランド品―
バルコニー（関東間） 柱建て式 オルネ ＢＸＨ－Ａ－９０４０Ｄ 間口２，７２７
ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ      三協アルミ

491 バルコニー（関東間）―ブランド品―
バルコニー（関東間） 柱建て式 オルネ ＢＸＨ－Ａ－１２３０Ｄ 間口３，６３６
ｍｍ×奥行８７０ｍｍ      三協アルミ

491 バルコニー（関東間）―ブランド品―
バルコニー（関東間） 柱建て式 オルネ ＢＸＨ－Ａ－１２４０Ｄ 間口３，６３６
ｍｍ×奥行１，１７０ｍｍ      三協アルミ

535 組立車庫―ブランド品―

組立車庫 片側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネイト屋根） アリュース６０
０タイプ　ＹＣＳ－Ａ ５１－２７Ｈ　カームブラック 幅２，６９９ｍｍ×長５，０５
２ｍｍ×高２，３５５ｍｍ      ＹＫＫ　ＡＰ

535 組立車庫―ブランド品―

組立車庫 片側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネイト屋根） アリュース
キャップ６００タイプ　ＹＣＰ－Ａ ５１－２７Ｈ　垂れ壁付き　カームブラック 幅
２，６９９ｍｍ×長５，０５２ｍｍ×高２，３５５ｍｍ      ＹＫＫ　ＡＰ

535 組立車庫―ブランド品―

組立車庫 両側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネイト屋根） アリュースツ
イン６００タイプ　ＹＣＤ－Ａ ５１－５４Ｈ　２台用　カームブラック 幅５，３９２
ｍｍ×長５，０５２ｍｍ×高２，３５５ｍｍ      ＹＫＫ　ＡＰ

535 組立車庫―ブランド品―

組立車庫 両側支持タイプ（アルミ製・ポリカーボネイト屋根） アリュースツ
イン６００タイプ　ＹＣＤ－Ａ ５１－５４Ｈ　２台用　カームブラック　熱線遮断
ポリカーボネイト板 幅５，３９２ｍｍ×長５，０５２ｍｍ×高２，３５５ｍｍ
ＹＫＫ　ＡＰ

785 測量資機材―ブランド品―
測量資機材 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） エッジ
ケース付き       阪神交易

785 測量資機材―ブランド品―
測量資機材 距離計 ライトスピード（携帯型レーザー距離測定器） フュー
ジョンＸ　ケース付き       阪神交易

833 土木防水工【公表価格】
土木防水工 廃棄物処理場用 ミズシートＧＡ－Ⅱ 土木用（ＡＳ）　厚４．０ｍ
ｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共     三ツ星ベルト

833 土木防水工【公表価格】
土木防水工 廃棄物処理場用 ディスポライナー 土木用（ＨＤＰＥ）　厚１．５
ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共     三ツ星ベルト

833 土木防水工【公表価格】
土木防水工 廃棄物処理場用 ディスポライナーＬＭ 土木用（ＬＬＤＰＥ－
Ｗ）　厚１．７ｍｍ 施工規模３，０００ｍ２ 材工共     三ツ星ベルト
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224 舗装用添加剤―ブランド品―
舗装用添加剤　その他 ニュートラック５０００ 環境配慮型アスファルト改質
剤        花王

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量８０ｍｍ 標準遊間１７６ｍｍ Ｎｘ
－８０ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可   東京ファブリック工業

Web 橋梁用伸縮装置―ブランド品―
橋梁用伸縮装置 ブロフジョイント 伸縮量１００ｍｍ 標準遊間１８６ｍｍ Ｎ
ｘ－１００ 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可   東京ファブリック工業

354 港湾築堤マット
築堤マット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３
ロープ５Ｔ

354 港湾築堤マット
築堤マット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ ロー
プ１０Ｔ

354 港湾築堤マット
築堤マット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横２×縦１．５×高１ｍ 容量３ｍ３
鋼材５Ｔ

354 港湾築堤マット
築堤マット 線径５．０×網目１５０ｍｍ 横３×縦２×高１ｍ 容量６ｍ３ 鋼
材１０Ｔ

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 ドレーンシート３０ 幅１×長２５
ｍ　種子肥料無し　土壌改良材無し　目付３０ｇ 植生シート・侵食防止材
日本植生

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 ドレーンシート４５ 幅１×長２５
ｍ　種子肥料無し　土壌改良材無し　目付４５ｇ 植生シート・侵食防止材
日本植生

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 ドレーンシートＨＡ３０ 幅１×長
２５ｍ　種子肥料有り　土壌改良材１００ｇ　目付３０ｇ 植生シート・侵食防
止材       日本植生

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 ドレーンシートＨＡ４５ 幅１×長
２５ｍ　種子肥料有り　土壌改良材１００ｇ　目付４５ｇ 植生シート・侵食防
止材       日本植生

457 プライマー類（建築用）【公表価格】 プライマー類 プレノカラー遮熱 １６．３ｋｇ入        日新工業

459 伸縮目地材【公表価格】
伸縮目地材 クラクタイトニューソフトＰ Ｗ２０ 幅２０ｍｍ×高８０ｍｍ×長
１，５００ｍｍ       アーキヤマデ

459 伸縮目地材【公表価格】
伸縮目地材 エキスパンタイ ＴＸ型 幅２５ｍｍ×高８０ｍｍ×長１，５００ｍ
ｍ 車両用      タイセイ

459 伸縮目地材【公表価格】
伸縮目地材 ドラーフタイト 梅－２０ 幅２０ｍｍ×高８０ｍｍ×長１，５００ｍ
ｍ       ドラーフタイト工業

459 伸縮目地材【公表価格】
伸縮目地材 アイランタイト ２０ＰＺ－８０ 幅２０ｍｍ×高８０ｍｍ×長２，０
００ｍｍ       白水興産

459 伸縮目地材【公表価格】
伸縮目地材 フジスーパーメジ Ｅ－２０ 幅２０ｍｍ×高８０ｍｍ×長２，００
０ｍｍ       藤本産業

520 サイディング【公表価格】
サイディング 窯業系 ラップサイディング　ウッドタイプＳＣ 厚１４ｍｍ×幅１
６０ｍｍ×長３，０２０ｍｍ 塗装品      東レ建材

520 サイディング【公表価格】
サイディング 窯業系 ラップサイディング　エルタイプＳＣ 厚１４ｍｍ×幅１
６０ｍｍ×長３，０２０ｍｍ 塗装品      東レ建材

520 サイディング【公表価格】
サイディング 窯業系 ラップサイディング　シェーブウッドＳＣ 厚１４ｍｍ×
幅１６０ｍｍ×長３，０２０ｍｍ 塗装品      東レ建材

760 排水金具 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 Ｐ形床排水トラップ Ｔ３Ａ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ（ＳＵ） ４０ｍｍ
ＪＣＷ規格

760 排水金具
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ（ＳＵ） ５０ｍｍ
ＪＣＷ規格

760 排水金具
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ（ＳＵ） ６５ｍｍ
ＪＣＷ規格

760 排水金具
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ（ＳＵ） ８０ｍｍ
ＪＣＷ規格

760 排水金具
排水金具 Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ３Ｂ（ＳＵ） １００ｍ
ｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ Ｔ１６Ａ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具
排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ１６Ｂ（ＳＵ） ５
０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具
排水金具 変形Ｐ形床排水トラップ（アスファルト防水層用） Ｔ１６Ｂ（ＳＵ） ８
０ｍｍ ＪＣＷ規格
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760 排水金具 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格

760 排水金具 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） １２５ｍｍ ＪＣＷ規格外

760 排水金具 排水金具 床上掃除口 ＣＯＡ（ＳＵ） １５０ｍｍ ＪＣＷ規格外

760 排水金具
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ
規格

760 排水金具
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ
規格

760 排水金具
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ
規格

760 排水金具
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ
規格

760 排水金具
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣ
Ｗ規格

760 排水金具
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） １２５ｍｍ ＪＣ
Ｗ規格外

760 排水金具
排水金具 床上掃除口（アスファルト防水層用） ＣＯＢ（ＳＵ） １５０ｍｍ ＪＣ
Ｗ規格外

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｃ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ３２ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ４０ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ５０ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ６５ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ８０ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） １００ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） １２５ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） １５０ｍｍ ＪＣＷ規格

761 排水金具 排水金具 排水金物（床用） Ｄ（ＳＵ） ２００ｍｍ ＪＣＷ規格

762 枠付き格子ぶた
枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５
００Ｋ 安全荷重５ｋＮ

762 枠付き格子ぶた
枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　１
５００Ｋ 安全荷重１５ｋＮ

762 枠付き格子ぶた
枠付き格子ぶた ＳＨＡＳＥ－Ｓ規格（鎖なし） □３５０ｍｍ ＳＨＡＳＥ－Ｓ　５
０００Ｋ 安全荷重５０ｋＮ

774 アスベスト撤去関連資材【公表価格】
アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体　Ｓｙ１８
５Ｖ３－Ｈ 国家検定合格品　第ＴＰ３１号　粒子捕集効率：９９．９７％以上
フィルタ：Ｖ３　バッテリー・充電器付き　フィルタ含む      大塚刷毛製造

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 のり付点字タイル（ノンスキッドタイプ） ３０
０×３００×２　誘導用・警告用　屋外専用        安全交通試験研究セン
ター

857 測量成果品検定料金
測量成果品検定料金 基準点測量（公共測量） １・２・３級基準点測量 既
知点の全てが電子基準点

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） 治水地形分類図データ
調整 土地条件調整データ（目視・論理点検）
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72 注入式長尺先受管―ブランド品―
ＡＧＦ－Ｐ工法 ＡＧＦ先頭管 Ｌ＝３，７７０ｍｍ（有効長）　ケーシングトップ
別途        カテックス

72 注入式長尺先受管―ブランド品― ＡＧＦ－Ｐ工法 ケーシングトップ         カテックス

229 視線誘導標―ブランド品―
視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標　ＫＤＬ－１４０
自発光タイプ（同時点滅式）       アークノハラ

229 視線誘導標―ブランド品―
視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標　ＫＤＬ－４０ 自
発光タイプ（単独点滅式）       アークノハラ

229 視線誘導標―ブランド品―
視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 支柱カバー　ヴィカバー オレンジ／
グリーン　中間支柱用       アークノハラ

229 視線誘導標―ブランド品―
視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 支柱カバー　ヴィカバー オレンジ／
グリーン　端末支柱用       アークノハラ

229 視線誘導標―ブランド品―
視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 反射シート　スマートシャインシート
オレンジ／グリーン　Ｌ＝１，０００ｍｍ　結束バンド含む       アークノハラ

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 ７５型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，２
５０ｍｍ×７５０ｍｍ ６４０ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡    共和コンク
リート工業

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 １００型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，
２５０ｍｍ×１，０００ｍｍ ６７５ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡    共和コン
クリート工業

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 １２５型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，
２５０ｍｍ×１，２５０ｍｍ ７１０ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡    共和コン
クリート工業

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 １５０型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，
２５０ｍｍ×１，５００ｍｍ ７４６ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡    共和コン
クリート工業

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 １７５型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，
２５０ｍｍ×１，７５０ｍｍ ７８１ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡    共和コン
クリート工業

Web 大型積みブロック―ブランド品―
大型積みブロック パラレルフォームⅡ美山 ２００型　Ａ型 ８００ｍｍ×１，
２５０ｍｍ×２，０００ｍｍ ８１６ｋｇ／個 ０．８９４個／ｍ２ 盛岡    共和コン
クリート工業

379 コンクリート養生剤―ブランド品―
コンクリート養生剤 サンマテラーアクアバンク 超微粒子含浸性養生剤
サンキ化工

446 擬木（プラスチック製）―ブランド品―
擬木（プラスチック製） プラ擬木 フロント２段柵 ＰＦ１０１４＊２　φ１００×
長２，０００　２ｍスパン       前田工繊

446 擬木（プラスチック製）―ブランド品―
擬木（プラスチック製） プラ擬木 フロント３段柵 ＰＦ１０１７＊３　φ１００×
長２，０００　２ｍスパン       前田工繊

446 擬木（プラスチック製）―ブランド品―
擬木（プラスチック製） プラ擬木 フロント格子柵 ＰＦ１０１６６＊２Ｋ　φ１００
×長２，０００　２ｍスパン       前田工繊

446 擬木（プラスチック製）―ブランド品―
擬木（プラスチック製） プラ擬木 板柵土留（鋼管杭） Ｈ＝６００       前田工
繊

765 ユニットバス―ブランド品―
ユニットバス ＢＷ－１１１６ＬＢＥ 奥行１，１００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×
高２，００５ｍｍ        ＬＩＸＩＬ

765 ユニットバス―ブランド品―
ユニットバス ＢＷ－１２１６ＬＢＥ 奥行１，２００ｍｍ×間口１，６００ｍｍ×
高２，００５ｍｍ        ＬＩＸＩＬ

774 アスベスト撤去関連資材【公表価格】
アスベスト撤去関連資材 電動ファン付呼吸用保護具 全面形面体　Ｓｙ１８
５－Ｈ  バッテリー・充電器付き　フィルタ別途      大塚刷毛製造

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模３００ｍ２以上 壁 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 壁 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 壁 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模３００ｍ２以上 天井 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 天井 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 天井 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模３００ｍ２以上 底部 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 底部 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 底部 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模３００ｍ２以上 役物 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 役物 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｃ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布３回以上
施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 役物 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模３００ｍ２以上 壁 材工共
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835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 壁 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 壁 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模３００ｍ２以上 天井 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 天井 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 天井 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模３００ｍ２以上 底部 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 底部 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 底部 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模３００ｍ２以上 役物 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模１００ｍ２超～３００ｍ２未満 役物 材工共

835 コンクリート防食工（下水道）
コンクリート防食工（下水道） Ｄ種 エポキシ樹脂（ノンクロス）塗布４回以上
施工規模５０ｍ２～１００ｍ２以下 役物 材工共
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118 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
ＡＥ減水剤 フローリックＳＶ１０Ｋ 標準形 標準混和量１．０～２．５％
フローリック

118 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
ＡＥ減水剤 フローリックＬＢ 標準形 標準混和量１．０～３．０％       フロー
リック

118 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
ＡＥ減水剤 フローリックＲＶ１０Ｋ 遅延形 標準混和量１．０～２．５％
フローリック

118 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＶＰ９００Ｍ 標準形 標準混和量０．５～
２．０％       フローリック

118 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＶＰ９００Ａ 標準形 標準混和量０．５～
２．０％       フローリック

118 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
高性能減水剤（非ＡＥ） フローリックＳＦ５００Ｕ 標準形 標準混和量１．０～
３．０％       フローリック

119 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００ＳＫ 標準形 標準混和量１．０～３．
０％       フローリック

119 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００Ｆ 標準形 標準混和量０．５～３．
０％       フローリック

119 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００ＨＲ 遅延形 標準混和量０．５～３．
０％       フローリック

119 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００ＲＫ 遅延形 標準混和量１．０～３．
０％       フローリック

119 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
高性能ＡＥ減水剤 フローリックＳＦ５００ＦＲ 遅延形 標準混和量０．５～３．
０％       フローリック

119 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
流動化剤 フローリックＳＦ５００ＦＰ 標準形　添加場所現場        フローリッ
ク

119 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
流動化剤 フローリックＦＢＬ－１００ 標準形　添加場所現場 標準混和量
０．１～１．０％       フローリック

120 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
水中不分離性混和剤 フローリックＵＡ 助剤 標準混和量０．５～２．５％
フローリック

121 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
乾燥収縮低減剤 シュリンクガード  標準混和量２．０～６．０％       フロー
リック

121 コンクリート混和剤（材）―ブランド品―
乾燥収縮低減剤 ヌッテガード  標準混和量８０～１５０ｇ／ｍ２       フロー
リック

123 特殊用途混和剤（材）―ブランド品―
特殊用途混和剤（材） ジオリタ－１０ ソイルセメント用超遅延剤 標準混和
量１．０～７．０％       フローリック

123 特殊用途混和剤（材）―ブランド品―
特殊用途混和剤（材） ジオスパ－Ｆ１ ソイルセメント用分散剤 標準混和量
２～１５ｋｇ／対象土ｍ３       フローリック

123 特殊用途混和剤（材）―ブランド品―
特殊用途混和剤（材） ジオスパ－Ｋ 土質・地盤改良用分散剤 標準混和
量１．０～３．０％       フローリック

229 視線誘導標―ブランド品―
視線誘導標 ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標　ＫＤ－１００ φ
１００ｍｍ　両面       アークノハラ

374 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラー７０ 特殊土用（火山灰質粘性
土用・高有機質土用） バラ      ＵＢＥ三菱セメント

374 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラー７０　割増額 特殊土用（火山
灰質粘性土用・高有機質土用） フレコン      ＵＢＥ三菱セメント

374 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラー７５ 特殊土用（火山灰質粘性
土用・高有機質土用）／高強度型 バラ      ＵＢＥ三菱セメント

374 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラー７５　割増額 特殊土用（火山
灰質粘性土用・高有機質土用）／高強度型 フレコン      ＵＢＥ三菱セメン
ト

374 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラースーパー６ 発塵抑制型　特殊
土用（一般・高有機質土用） フレコン      ＵＢＥ三菱セメント

374 固化材（特殊品）―ブランド品―
固化材（特殊品） セメント系 ユースタビラースーパー７ 発塵抑制型　特殊
土用（火山灰質粘性土用・高有機質土用） フレコン      ＵＢＥ三菱セメント

431 のり面緑化材―ブランド品― ファイバー類 ロンタイファイバー 古紙ファイバー　１８ｋｇ袋        ロンタイ

456 改質アスファルト防水材（土木用）【公表価格】
改質アスファルト防水材（土木用） シリコーン粘着テープ パッチテープトウ
メイ 厚２．０ｍｍ×幅０．０２５ｍ×長３ｍ       信越化学工業

436 芝―ブランド品― 芝 ホッカイターフ 幅０．３×長２ｍ        丸冨

643 避雷関連機器―ブランド品―
高圧用避雷器（アレスタ） 配電用アレスタ ＧＬ－Ｂ６ＳＧ ８．４ｋＶ　一般・重
耐塩共用形       音羽電機工業
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