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分類名称（⽬次名称） 品⽬コード 品名規格
覆⼯板 0009011060 カルカデッキ 蓋付き Ｔ−２５ 幅１，０００ｍｍ ⻑１，９９０ｍｍ 厚２０８ｍｍ ４９０ｋｇ／枚 カルカ
覆⼯板 0009011080 カルカデッキ 蓋なし Ｔ−２５ 幅１，０００ｍｍ ⻑１，９９０ｍｍ 厚２０８ｍｍ ４３０ｋｇ／枚 カルカ
覆⼯板 0009011050 カルカデッキ 蓋付き Ｔ−２５ 幅１，０００ｍｍ ⻑２，９９０ｍｍ 厚２０８ｍｍ ７１０ｋｇ／枚 カルカ
覆⼯板 0009011070 カルカデッキ 蓋なし Ｔ−２５ 幅１，０００ｍｍ ⻑２，９９０ｍｍ 厚２０８ｍｍ ６５０ｋｇ／枚 カルカ
接着剤【公表価格】 0927014086 接着剤 無機系 ＫＳフルアップ 無機系クラック補修材 容量５ｋｇ アドコスミック
特殊塗料【公表価格】 0705370202 ⽊材着⾊塗料 ＦＲカラートップ ⽔性特殊アクリル樹脂系 クリヤー他 参考⽐重１．０５ 容量１８ｋｇ アドコスミック
特殊塗料【公表価格】 0705370204 ⽊材着⾊塗料 ＦＲカラートップ ⽔性特殊アクリル樹脂系 クリヤー他 参考⽐重１．０５ 容量４ｋｇ アドコスミック

遮⾳壁（ブランド品） 1117021210
遮⾳壁 ⾦属・グラスウール・ポリエステル系 オリエンタルホーンタイト 厚１００ｍｍ×幅５００ｍｍ×⻑１，９６０ｍｍ
Ⅰ型 単位質量２８ｋｇ／ｍ２ 主な⽤途 ⼯場騒⾳・建設現場・⼀般屋外 オリエンタルメタル

遮⾳壁（ブランド品） 1117021220
遮⾳壁 ⾦属・グラスウール・ポリエステル系 オリエンタルホーンタイト 厚１００ｍｍ×幅５００ｍｍ×⻑１，９６０ｍｍ
Ⅲ型 単位質量３８ｋｇ／ｍ２ 主な⽤途 ⼯場騒⾳・建設現場・⼀般屋外 オリエンタルメタル

各種道路⽤コンクリート製品（ブランド品） 1105092230
各種道路⽤コンクリート製品 津 道路⽤側溝 Ｕ６型 ３００ｍｍ×３００ｍｍ×１，０００ｍｍ ５６６ｋｇ／個 インフラ
テック

各種道路⽤コンクリート製品（ブランド品） 1105092235
各種道路⽤コンクリート製品 津 道路⽤側溝 Ｕ６型 ３００ｍｍ×４００ｍｍ×１，０００ｍｍ ６４３ｋｇ／個 インフラ
テック

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105193202
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型⾬⽔ます Ｌ形３０ ふた ４５０ｍｍ×３５５ｍｍ×２５ｍｍ 鋳鉄 １９ｋ
ｇ／個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105193204
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型⾬⽔ます Ｌ形３０ 縁塊 ２２０ｍｍ×１５０ｍｍ×５７０ｍｍ ８０ｋｇ／
個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105193206 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型⾬⽔ます Ｌ形３０ ⾅部 内幅４５０ｍｍ×３６０ｍｍ １２０ｋｇ／個
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105193208 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型⾬⽔ます Ｌ形３０ 中部 内幅４５０ｍｍ×２００ｍｍ ４８ｋｇ／個
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105193210 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型⾬⽔ます Ｌ形３０ 下部 内幅４５０ｍｍ×５００ｍｍ １４４ｋｇ／個
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105203202 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型汚⽔ます 円形５００⽤ ふた 外径５００ｍｍ 鋳鉄 １２ｋｇ／個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105203204 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型汚⽔ます 円形５００⽤ 縁塊 内径５００ｍｍ×２５０ｍｍ ７５ｋｇ／個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105203206 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型汚⽔ます 円形５００⽤ 側塊 内径５００ｍｍ×１５０ｍｍ ３１ｋｇ／個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105203208 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型汚⽔ます 円形５００⽤ 側塊 内径５００ｍｍ×２００ｍｍ ４２ｋｇ／個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105203210 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型汚⽔ます 円形５００⽤ 側塊 内径５００ｍｍ×３００ｍｍ ６２ｋｇ／個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105203216 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 盛岡市型汚⽔ます 円形５００⽤ 底塊 内径５００ｍｍ×２００ｍｍ ９５ｋｇ／個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105203218
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 盛岡 組合型ます 集⽔桝 ６０−Ｈ−６０（グレーチング無し） ６００ｍｍ×６００ｍｍ
×６００ｍｍ ７０９ｋｇ／個

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105190820
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈⾬⽔〉 Ｕ型３５０ 上部 外径４５０ｍｍ×６００ｍｍ
Ｈ１０５ｍｍ

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105190822
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈⾬⽔〉 継続部 外径３５０ｍｍ×３５０ｍｍ Ｈ２００
ｍｍ

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105190824
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈⾬⽔〉 下部 外径３５０ｍｍ×３５０ｍｍ Ｈ５５０ｍ
ｍ

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105190826
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈⾬⽔〉 ふた ２４０ｍｍ×３９０ｍｍ×２０厚 ダクタ
イル製

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200802 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 １型 縁⽯ 外径５５０ｍｍ×⾼１００ｍｍ
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200804 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 本体 上部 内径３５０ｍｍ×⾼２００ｍｍ
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200806 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 本体 下部 内径３５０ｍｍ×⾼３３０ｍｍ
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200808 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 本体 底部 内径３５０ｍｍ×⾼２２０ｍｍ

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200810 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 本体 継続部 内径３５０ｍｍ×⾼２５０ｍｍ

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200812
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 本体 ふた ３８４ｍｍ×３５ｍｍ ダクタイル
製

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200814 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 ６型 上部 内径３５０ｍｍ×⾼２００ｍｍ
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200816 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 ６型 下部 内径３５０ｍｍ×⾼４５０ｍｍ

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200818 集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 ６型 継続部 内径３５０ｍｍ×⾼２００ｍｍ

集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 1105200820
集⽔ます・⾬⽔ます・汚⽔ます類 ⼤阪 ⼤阪市型⾬⽔ます ⼀般⽤〈汚⽔〉 ６型 ふた 内径４１０ｍｍ×⾼５０ｍｍ 鋳鉄
製

組⽴式マンホール 1319022502 ⾓形スラブタイプマンホール 特１号く体ブロック 上径９００ｍｍ×下幅６００ｍｍ×⾼１，２００ｍｍ
鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020010 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ２００⽤ ⾼３００ｍｍ ⻑１８０ｍｍ 質量１９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020020 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ２５０⽤ ⾼３６０ｍｍ ⻑１８５ｍｍ 質量２９ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020030 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ３００⽤ ⾼４２５ｍｍ ⻑１９５ｍｍ 質量４３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020040 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ３５０⽤ ⾼４９５ｍｍ ⻑２１０ｍｍ 質量６３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020050 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ４００⽤ ⾼５００ｍｍ ⻑２２０ｍｍ 質量８０ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020060 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ４５０⽤ ⾼５３０ｍｍ ⻑２５０ｍｍ 質量１１４ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２
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鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020070 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ５００⽤ ⾼５６０ｍｍ ⻑２５０ｍｍ 質量１３８ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020080 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ５６０⽤ ⾼５９０ｍｍ ⻑２５０ｍｍ 質量１６３ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020090 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ６００⽤ ⾼６１０ｍｍ ⻑２５０ｍｍ 質量１７７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020100 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ７００⽤ ⾼６２５ｍｍ ⻑２５０ｍｍ 質量１９７ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

鉄筋コンクリートフリューム・同受台・鉄筋コン
クリートベンチフリューム

1603020110 鉄筋コンクリートフリューム⽤受台 ８００⽤ ⾼６６５ｍｍ ⻑２５０ｍｍ 質量２２６ｋｇ／個 ＪＩＳ Ａ ５３７２

コンクリート積みブロック（化粧） 1903043605
コンクリート積みブロック（化粧） 岐⾩ 粗⾯型ぎふミカゲ ⾼さ２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２ｋｇ／個
８．５個／ｍ２

コンクリート積みブロック（化粧） 1903042805
コンクリート積みブロック（化粧） 粗⾯ブロック ⾼さ２８０ｍｍ×幅４２０ｍｍ×控３５０ｍｍ ４２ｋｇ／個 ８．５個／
ｍ２

⽌⽔剤（材） 1915011830 ⽌⽔剤（材） クイックウォータイト セメント急結剤 ウォータイト
⽌⽔剤（材） 1915015825 ⽌⽔剤（材） アロンスーパーグラウトＶＨ アクリル酸⾦属塩系 東亞合成
アルミ製グレーチング（床⽤・アンプリフォーム
型）

2607030070
アルミ製グレーチング（床⽤・アンプリフォーム型） ＡＰＧ−１ ⾼２５ｍｍ×頭部厚８．５ｍｍ×腹部厚２．４ｍｍ １
１．８ｋｇ ダイクレ

アルミ製グレーチング（床⽤・アンプリフォーム
型）

2607030090
アルミ製グレーチング（床⽤・アンプリフォーム型） ＡＰＧ−３ ⾼３５ｍｍ×頭部厚８．５ｍｍ×腹部厚２ｍｍ １４．７
ｋｇ ダイクレ

アルミ製グレーチング（床⽤・アンプリフォーム
型）

2607030100
アルミ製グレーチング（床⽤・アンプリフォーム型） ＡＰＧ−４ ⾼４０ｍｍ×頭部厚８．５ｍｍ×腹部厚２ｍｍ １６．２
ｋｇ ダイクレ

薄付け仕上塗材【公表価格】 2801011010
外装薄塗材Ｅ（合成樹脂エマルション系） アレスリシン ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．０〜１．３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ
６９０９ 関⻄ペイント

薄付け仕上塗材【公表価格】 2801011022
外装薄塗材Ｅ（合成樹脂エマルション系） ＧＯリシン ＪＩＳ許可− 標準塗布量１．４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 神
東塗料

薄付け仕上塗材【公表価格】 2801011080
外装薄塗材Ｅ（合成樹脂エマルション系） シポカケンＤＯ ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．３〜１．６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ
６９０９ エスケー化研

薄付け仕上塗材【公表価格】 2801011082
外装薄塗材Ｅ（合成樹脂エマルション系） セラスカケン ＪＩＳ許可○ 標準塗布量２．５〜３．１ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ
６９０９ エスケー化研

薄付け仕上塗材【公表価格】 2801012030 可とう形薄塗材 ソフトリシン ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．６〜２．０ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ エスケー化研

薄付け仕上塗材【公表価格】 2801012032
可とう形薄塗材 セラミソフトリシン ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．６〜２．０ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ エスケー化
研

複層仕上塗材【公表価格】 2801020444
複層塗材ＣＥ（ポリマーセメント系） ミラクマウント ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．３〜１．７ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６
９０９ エスケー化研

複層仕上塗材【公表価格】 2801020826
複層塗材Ｅ（合成樹脂エマルション系） ソフタイル ＪＩＳ許可− 標準塗布量１．４〜１．６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９
０９ 神東塗料

複層仕上塗材【公表価格】 2801020886
複層塗材Ｅ（合成樹脂エマルション系） レナラック ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．３〜１．７ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９
０９ エスケー化研

複層仕上塗材【公表価格】 2801021048
複層塗材ＲＥ（反応硬化形合成樹脂エマルション系） マルチタイルラフＲＥ ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．６〜２．７ｋｇ
／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ 関⻄ペイント

複層仕上塗材【公表価格】 2801021050
複層塗材ＲＥ（反応硬化形合成樹脂エマルション系） レナキャスト ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．３〜１．７ｋｇ／ｍ２ Ｊ
ＩＳ Ａ ６９０９ エスケー化研

複層仕上塗材【公表価格】 2801021548
防⽔形複層塗材（複層弾性） アレスゴムタイルニューラフ ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．２〜２．６ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ
６９０９ 関⻄ペイント

複層仕上塗材【公表価格】 2801021544
防⽔形複層塗材（複層弾性） レナフレンド ＪＩＳ許可○ 標準塗布量２．２〜２．７ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ エス
ケー化研

複層仕上塗材【公表価格】 2801025020
防⽔形薄塗材（単層弾性） シリコンテックス ＪＩＳ許可○ 標準塗布量０．９５〜１．３ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９
関⻄ペイント

複層仕上塗材【公表価格】 2801021462 防⽔形薄塗材（単層弾性） ラバロンクリーン ＪＩＳ許可− 標準塗布量１．４〜１．６ｋｇ／ｍ２ 神東塗料

複層仕上塗材【公表価格】 2801021546
防⽔形薄塗材（単層弾性） セラミクリーン ＪＩＳ許可○ 標準塗布量１．０〜１．４ｋｇ／ｍ２ ＪＩＳ Ａ ６９０９ エス
ケー化研

ビニル幅⽊ 3301120090 ビニル幅⽊ ワイド幅⽊ 幅３００ｍｍ×⻑９，０００ｍｍ ⽥島ルーフィング
ビニル幅⽊ 3301120080 ビニル幅⽊ ワイド幅⽊ 幅３００ｍｍ×⻑９，０００ｍｍ 東リ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303014062 投光器 ＭＴ４７６Ｎ ６６０〜１０００Ｗ 耐塩 ＧＳユアサ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303014064 投光器 ＭＴ４７７Ｎ ６６０〜１０００Ｗ 耐塩 ＧＳユアサ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303014066 投光器 ＭＴ６００Ｎ（Ｍ） ２０００Ｗ 耐塩 ＧＳユアサ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303014091 街路灯（柱上形） ＭＳ１４０５ ３５Ｗ（ランプ・安定器内蔵） ＧＳユアサ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303014074 街路灯（柱上形） ＭＰ２８００ １５０Ｗ（ランプ・安定器内蔵） ＧＳユアサ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303012636 街路灯（懸垂形） ＸＹ５５１１Ｚ エバ５０（ランプ・点灯装置・⾃動点滅器内蔵） パナソニック
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303014086 道路灯 ＭＲＢ２４５Ｔ １１０Ｗ（安定器内蔵） ＧＳユアサ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303014088 道路灯 ＭＲＢ１４３Ｔ ７０Ｗ（ランプ・安定器内蔵） ＧＳユアサ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303014090 道路灯 ＭＲＢ１４５Ｔ ３４Ｗ（ランプ・安定器内蔵） ＧＳユアサ
ＨＩＤ照明器具（投光器・街路灯・道路灯） 4303012628 道路灯 ＹＥＶ３３０３１Ｋ エバ５０（ランプ・点灯装置・⾃動点滅器内蔵） パナソニック
光電式⾃動点滅器 4313012546 光電式⾃動点滅器（ＪＩＳ １Ｐ形） 端⼦式バイメタル ３Ａ／１００Ｖ ⾦具付き
光電式⾃動点滅器 4313012548 光電式⾃動点滅器（ＪＩＳ １Ｐ形） 端⼦式バイメタル ６Ａ／１００Ｖ ⾦具付き
光電式⾃動点滅器 4313012550 光電式⾃動点滅器（ＪＩＳ １Ｐ形） 端⼦式バイメタル １０Ａ／１００Ｖ ⾦具付き
光電式⾃動点滅器 4313012574 光電式⾃動点滅器（ＪＩＳ １Ｐ形） 端⼦式バイメタル ３Ａ／２００Ｖ ⾦具付き
光電式⾃動点滅器 4313012576 光電式⾃動点滅器（ＪＩＳ １Ｐ形） 端⼦式バイメタル ６Ａ／２００Ｖ ⾦具付き
光電式⾃動点滅器 4313012578 光電式⾃動点滅器（ＪＩＳ １Ｐ形） 端⼦式バイメタル １０Ａ／２００Ｖ ⾦具付き
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光電式⾃動点滅器 4313012580 光電式⾃動点滅器（ＪＩＳ １Ｐ形） 端⼦式バイメタル⽤遮光フード −

安定器 4313034188
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般形⾼⼒形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） ７０
Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034190
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般形⾼⼒形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） １１
０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034192
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般形⾼⼒形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） １５
０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034194
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷ
Ｄ⽤） ７０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034196
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷ
Ｄ⽤） １１０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034198
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷ
Ｄ⽤） １５０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034200
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） ７
０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034202
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） １
１０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034204
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） １
５０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034206
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・
ＫＷＤ⽤） ７０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034208
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・
ＫＷＤ⽤） １１０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034210
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・
ＫＷＤ⽤） １５０Ｗ 板⾦⽤

安定器 4313034212
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般形⾼⼒形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） ７０
Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034214
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般形⾼⼒形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） １１
０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034216
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般形⾼⼒形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） １５
０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034218
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷ
Ｄ⽤） ７０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034220
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷ
Ｄ⽤） １１０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034222
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷ
Ｄ⽤） １５０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034224
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） ７
０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034226
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） １
１０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034228
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・ＫＷＤ⽤） １
５０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034230
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・
ＫＷＤ⽤） ７０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034232
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・
ＫＷＤ⽤） １１０Ｗ プレス成形⽤

安定器 4313034234
安定器 ⾼圧ナトリウム灯⽤（両⼝⾦⽤始動器内蔵形）（建電協型） ⼀般⾼⼒調光形瞬時再始動形（２００Ｖ）（ＫＰＤ・
ＫＷＤ⽤） １５０Ｗ プレス成形⽤

電話装置 4411021406 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−ＣＭＥ−Ｎ 基本主装置（１２８ポート，電源部含む） 岩崎通信機
電話装置 4411021408 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−ＥＸＰＭＥ１−Ｎ 増設主装置（電源部含む） 岩崎通信機
電話装置 4411021410 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−ＭＣＵ−Ｎ（Ｍ−ＳＴ） 標準メイン制御ユニット 岩崎通信機
電話装置 4411021412 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−８ＣＯＴＫ−２ アナログ局線ユニット（８回線） 岩崎通信機
電話装置 4411021414 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−４ＩＣＯＴＢ−Ｒ ＩＮＳ局線ユニット（４回線） 岩崎通信機
電話装置 4411021416 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−８ＰＳＵＢ−Ｎ 多機能内線ユニット（８回線） 岩崎通信機
電話装置 4411021418 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−８ＳＵＢＳ−Ｒ 単独内線ユニット（８回線） 岩崎通信機
電話装置 4411021420 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−ＥＤＶＩＦ 外部装置 インターフェースユニット 岩崎通信機
電話装置 4411021422 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−ＰＦＸＵ アナログ局線停電転送（８局線） 岩崎通信機
電話装置 4411021424 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−１０ＢＡＴＵ バッテリー（３分間） 岩崎通信機

電話装置 4411021426 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＩＸ−２４ＫＴ−Ｎ（ＷＨＴ） 表⽰付きボタン電話機（２４局線） 岩崎通信機

電話装置 4411021428 電話装置 ボタン電話システム レバンシオ ＤＳ−ＤＤＰＨ デジタルドアホン 岩崎通信機
蓄電池 4913010038 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ １−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量１２Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010040 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ２−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量２４Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010042 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ３−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量３６Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010044 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ４−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量４８Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010046 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ５−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量６０Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010048 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ６−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量７２Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010050 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ７−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量８４Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010052 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ８−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量９６Ａｈ 液中⽐重計付き
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蓄電池 4913010054 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ９−２ 公称電圧２Ｖ 定格容量１０８Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010056 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ １−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量１２Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010058 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ２−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量２４Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010060 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ３−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量３６Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010062 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ４−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量４８Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010064 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ５−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量６０Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010066 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ６−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量７２Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010068 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ７−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量８４Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010070 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ８−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量９６Ａｈ 液中⽐重計付き
蓄電池 4913010072 蓄電池 可搬形鉛蓄電池 可搬形 ＰＳ ９−６ 公称電圧６Ｖ 定格容量１０８Ａｈ 液中⽐重計付き
ポリエチレン管 5011071035 ポリエチレン管 ⽔道⽤⼆層管 ２種（硬質） 呼び径１３ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６２
ポリエチレン管 5011071040 ポリエチレン管 ⽔道⽤⼆層管 ２種（硬質） 呼び径２０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６２
ポリエチレン管 5011071045 ポリエチレン管 ⽔道⽤⼆層管 ２種（硬質） 呼び径２５ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６２
ポリエチレン管 5011071050 ポリエチレン管 ⽔道⽤⼆層管 ２種（硬質） 呼び径３０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６２
ポリエチレン管 5011071055 ポリエチレン管 ⽔道⽤⼆層管 ２種（硬質） 呼び径４０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６２
ポリエチレン管 5011071060 ポリエチレン管 ⽔道⽤⼆層管 ２種（硬質） 呼び径５０ｍｍ ＪＩＳ Ｋ ６７６２
ガス給湯器 3409061375 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−１６３９ＷＥ １６号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061365 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−１６３９ＷＳ １６号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061380 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−２０３９ＷＳ ２０号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061370 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−２４３９ＷＳ ２４号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061264 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−Ｃ２０３２ＷＸ ＢＬ エコジョーズ ２０号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061266 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−Ｃ２４３２ＷＸ ＢＬ エコジョーズ ２４号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061425 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−Ｃ１６３４ＷＳ エコジョーズ １６号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061430 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−Ｃ２０３４ＷＳ エコジョーズ ２０号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061268 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−Ｃ２４２２ＷＺＤ−ＦＨ 業務⽤ ダクト接続型 ２４号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061272 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−３２１１ＷＺ−２ 業務⽤ ３２号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061274 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−３２１１ＷＺＱ−２ 業務⽤ 即出湯 ３２号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061276 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−Ｃ３２２２ＷＺ−１ 業務⽤ エコジョーズ ３２号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061282 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−５０１１ＷＺ−２ 業務⽤ ５０号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061284 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−５０１１ＷＺＱ−２ 業務⽤ 即出湯 ５０号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061286 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＱ−Ｃ５０３２ＷＺ 業務⽤ エコジョーズ ５０号 ノーリツ
ガス給湯器 3409061456 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＰＨ−１６０３Ｗ １６号 パロマ
ガス給湯器 3409061335 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＰＨ−１６ＳＸＴＵ １６号 パロマ
ガス給湯器 3409061458 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＰＨ−２００３Ｗ ２０号 パロマ
ガス給湯器 3409061292 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＰＨ−２４１ＣＷＧ ２４号 パロマ
ガス給湯器 3409061450 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＰＨ−ＥＭ２００４ＡＷＬ エコジョーズ ２０号 パロマ
ガス給湯器 3409061385 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＲＵＸ−Ｅ２４０３Ｗ エコジョーズ ２４号 リンナイ
ガス給湯器 3409061390 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＲＵＸ−Ｅ２０１３Ｗ エコジョーズ ２０号 リンナイ
ガス給湯器 3409061395 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＲＵＸＣ−Ｖ５００２ＭＷ 業務⽤ 親機 ５０号 リンナイ
ガス給湯器 3409061400 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＲＵＸＣ−ＳＥ５０００ＭＷ 業務⽤ 親機 エコジョーズ ５０号 リンナイ
ガス給湯器 3409061405 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＲＵＸＣ−Ｖ３２０１Ｗ 業務⽤ ３２号 リンナイ
ガス給湯器 3409061445 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＲＵＸＣ−Ｅ３２００Ｗ 業務⽤ ３２号 リンナイ
ガス給湯器 3409061410 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＲＵＸＣ−Ｖ１６１５ＳＷＦ−ＨＰ 業務⽤ １６号 リンナイ
ガス給湯器 3409061415 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＲＵＸＣ−Ｖ５００２ＭＱ 業務⽤ 親機 ５０号 リンナイ
ガス給湯器 3409061003 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＳ−１６００Ｗ−１ １６号 パーパス
ガス給湯器 3409061005 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 ＧＳ−２０００Ｗ−１ ２０号 パーパス
ガス給湯器 3409066132 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＦＨ−２４２０ＡＲ ⾃動 給湯２４号据置 パロマ
ガス給湯器 3409066134 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＦＨ−２４２０ＡＷ ⾃動 給湯２４号壁掛 パロマ
ガス給湯器 3409066136 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＦＨ−２０１０ＡＷ ⾃動 給湯２０号壁掛 パロマ
ガス給湯器 3409066025 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＦＨ−２０２ＺＡＷ（Ｓ） ⾼温⽔供給タイプ 給湯２０号壁掛 パロマ
ガス給湯器 3409066125 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＦＨ−Ｅ２０７ＡＷＬ ⾃動 エコジョーズ 給湯２０号壁掛 パロマ
ガス給湯器 3409066130 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＦＨ−Ｅ２０７ＡＲＬ ⾃動 エコジョーズ 給湯２０号据置 パロマ
ガス給湯器 3409066035 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＧＴ−１６６０ＡＷＸ ＢＬ 全⾃動 給湯１６号壁掛 ノーリツ
ガス給湯器 3409066040 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＧＴ−２０６０ＡＷＸ ＢＬ 全⾃動 給湯２０号壁掛 ノーリツ
ガス給湯器 3409066045 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＧＴ−２４６０ＡＷＸ ＢＬ 全⾃動 給湯２４号壁掛 ノーリツ
ガス給湯器 3409066097 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＧＴ−Ｃ１６６３ＡＷＸ ＢＬ 全⾃動 エコジョーズ 給湯１６号壁掛 ノーリツ
ガス給湯器 3409066032 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＧＴ−Ｃ２０６２ＡＷＸ ＢＬ 全⾃動 エコジョーズ 給湯２０号壁掛 ノーリツ
ガス給湯器 3409066034 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＧＴ−Ｃ２４６２ＡＷＸ ＢＬ 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号壁掛 ノーリツ
ガス給湯器 3409066036 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＧＲＱ−Ｃ２０６２ＡＸ ＢＬ 全⾃動 エコジョーズ 給湯２０号据置 ノーリツ
ガス給湯器 3409066038 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＧＲＱ−Ｃ２４６２ＡＸ ＢＬ 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号据置 ノーリツ
ガス給湯器 3409066090 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＲＵＦ−Ｅ２４０５ＡＷ（Ａ） 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号壁掛 リンナイ
ガス給湯器 3409066095 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＲＵＦ−Ｅ２００５ＡＷ（Ａ） 全⾃動 エコジョーズ 給湯２０号壁掛 リンナイ
ガス給湯器 3409066100 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＲＦＳ−Ｅ２４０５Ａ（Ａ） 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号据置 リンナイ
ガス給湯器 3409066105 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 ＲＦＳ−Ｅ２００８Ａ（Ａ） 全⾃動 エコジョーズ 給湯２０号据置 リンナイ
ガス給湯器 3409067005 ガス給湯器 瞬間式 給湯暖房機 ＲＵＦＨ−Ｅ２４０６ＡＷ２−１ 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号壁掛 リンナイ

ガス給湯器 3409067010 ガス給湯器 瞬間式 給湯暖房機 ＲＶＤ−Ｅ２４０５ＡＷ２−１（Ａ） 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号壁掛 リンナイ

ガス給湯器 3409067020 ガス給湯器 瞬間式 給湯暖房機 ＲＵＦＨ−Ｅ２４０５ＡＷ２−１（Ａ） 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号壁掛 リンナイ

ガス給湯器 3409067002 ガス給湯器 瞬間式 給湯暖房機 ＧＴＨ−Ｃ２４５１ＡＷ６Ｈ ＢＬ 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号壁掛 ノーリツ
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ガス給湯器 3409067004 ガス給湯器 瞬間式 給湯暖房機 ＧＴＨ−Ｃ２４４９ＡＷＤ−１ ＢＬ 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号壁掛 ノーリツ

ガス給湯器 3409067006 ガス給湯器 瞬間式 給湯暖房機 ＧＴＨ−Ｃ２４５０ＡＷ３Ｈ ＢＬ 全⾃動 エコジョーズ 給湯２４号壁掛 ノーリツ
ガス給湯器 3409067008 ガス給湯器 瞬間式 給湯暖房機 ＧＴＨ−２４４４ＡＷＸＤ−１ ＢＬ 全⾃動 給湯２４号壁掛 ノーリツ
⾵呂がま 3407031536 ⾵呂がま ＲＢＦ−ＡＥＲＳ２Ｎ 幅２３０ｍｍ×奥⾏５５５ｍｍ×⾼６６３ｍｍ ＢＦ釜 リンナイ
⾵呂がま 3407031311 ⾵呂がま ＧＳＹ−１３２Ｍ 幅３７２ｍｍ×奥⾏２３２ｍｍ×⾼４５６ｍｍ 圧電点⽕リモコン式 ノーリツ
⾵呂がま 3407031312 ⾵呂がま ＧＢＳ−６ＥＤ ＢＬ 幅５８５ｍｍ×奥⾏２３０ｍｍ×⾼６９３ｍｍ ＢＦ釜 ノーリツ
消⽕栓装置 5905010042 消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓 都市再⽣機構型 Ｈ−１０７ ⾼１，５００ｍｍ×幅９００ｍｍ×⻑２３０ｍｍ
点字ブロック 6401080005 点字ブロック フラッシュドットＡ ⾃発光式 公衆電源仕様 ６０ｍｍ厚タイプ タナベ
点字ブロック 6401080010 点字ブロック フラッシュドットＢ ⾃発光式 電池１０年仕様 ６０ｍｍ厚タイプ タナベ
点字ブロック 6401080015 点字ブロック フラッシュドットＢ ⾃発光式 電池２０年仕様 ６０ｍｍ厚タイプ タナベ
測量機器 6203041048 測量機器 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８ ケース付き 阪神交易

測量機器 6203122028
測量機器 トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） ＳＥＴ１Ｘ 本体のみ トプコンソキアポジショニ
ングジャパン

測量機器 6203122030
測量機器 トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） ＳＥＴ２Ｘ 本体のみ トプコンソキアポジショニ
ングジャパン

測量機器 6203122032
測量機器 トータルステーション トータルステーション（ノンプリズム） ＳＥＴ３Ｘ（Ｓ） 本体のみ トプコンソキアポジ
ショニングジャパン

測量機器 6203140504 測量機器 その他 レーザ鉛直器 ＬＶ１ 本体のみ トプコンソキアポジショニングジャパン
測量機器 6203130510 測量機器 その他 パイプレーザー ＳＰ１ 本体のみ トプコンソキアポジショニングジャパン
仮設鋼材賃貸料⾦ 8003010514 仮設鋼材賃貸料⾦ 覆⼯板 コンクリート製（従来型） ９０⽇（３カ⽉）以内
仮設鋼材賃貸料⾦ 8003010520 仮設鋼材賃貸料⾦ 覆⼯板 コンクリート製（従来型） １８０⽇（６カ⽉）以内
仮設鋼材賃貸料⾦ 8003010526 仮設鋼材賃貸料⾦ 覆⼯板 コンクリート製（従来型） ３６０⽇（１２カ⽉）以内
仮設鋼材賃貸料⾦ 8003010532 仮設鋼材賃貸料⾦ 覆⼯板 コンクリート製（従来型） ７２０⽇（２４カ⽉）以内
仮設鋼材賃貸料⾦ 8003010538 仮設鋼材賃貸料⾦ 覆⼯板 コンクリート製（従来型） １０８０⽇（３６カ⽉）以内
仮設鋼材賃貸料⾦ 8003011514 仮設鋼材賃貸料⾦ 覆⼯板 コンクリート製（従来型） 整備費
仮設鋼材賃貸料⾦ 8003011014 仮設鋼材賃貸料⾦ 覆⼯板 コンクリート製（従来型） 不⾜分弁償⾦（新品）
仮設鋼材賃貸料⾦ 8003011020 仮設鋼材賃貸料⾦ 覆⼯板 コンクリート製（従来型） 不⾜分弁償⾦（中古）
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010602 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間２間 けた⾏４間 ⾯積２６．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010604 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間２間 けた⾏５間 ⾯積３３．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010606 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間２間 けた⾏６間 ⾯積３９．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010608 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間３間 けた⾏４間 ⾯積３９．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010610 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間３間 けた⾏５間 ⾯積４９．５ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010612 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間３間 けた⾏６間 ⾯積５９．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010614 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間３間 けた⾏７間 ⾯積６９．３ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010616 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間３間 けた⾏８間 ⾯積７９．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010618 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間３間 けた⾏９間 ⾯積８９．１ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010620 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間４間 けた⾏５間 ⾯積６６．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010622 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間４間 けた⾏６間 ⾯積７９．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010624 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間４間 けた⾏７間 ⾯積９２．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010626 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間４間 けた⾏８間 ⾯積１０５．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010628 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間４間 けた⾏９間 ⾯積１１８．８ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010630 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間４間 けた⾏１０間 ⾯積１３２．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010636 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間５間 けた⾏６間 ⾯積９９．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010638 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間５間 けた⾏７間 ⾯積１１５．５ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010640 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間５間 けた⾏８間 ⾯積１３２．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010642 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間５間 けた⾏９間 ⾯積１４８．５ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010644 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 平家建て はり間５間 けた⾏１０間 ⾯積１６５．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010646 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間２間 けた⾏４間 ⾯積５２．８ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010648 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間２間 けた⾏５間 ⾯積６６．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010650 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間２間 けた⾏６間 ⾯積７９．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010652 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間３間 けた⾏４間 ⾯積７９．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010654 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間３間 けた⾏５間 ⾯積９９．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010656 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間３間 けた⾏６間 ⾯積１１８．８ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010658 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間３間 けた⾏７間 ⾯積１３８．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010660 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間３間 けた⾏８間 ⾯積１５８．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010662 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間３間 けた⾏９間 ⾯積１７８．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010664 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間４間 けた⾏５間 ⾯積１３２．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010666 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間４間 けた⾏６間 ⾯積１５８．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010668 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間４間 けた⾏７間 ⾯積１８４．８ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010670 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間４間 けた⾏８間 ⾯積２１１．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010672 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間４間 けた⾏９間 ⾯積２３７．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010674 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間４間 けた⾏１０間 ⾯積２６４．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010680 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間５間 けた⾏６間 ⾯積１９８．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010682 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間５間 けた⾏７間 ⾯積２３１．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010684 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間５間 けた⾏８間 ⾯積２６４．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010686 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間５間 けた⾏９間 ⾯積２９７．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019010688 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 建⽅費 ２階建て はり間５間 けた⾏１０間 ⾯積３３０．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011102 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間２間 けた⾏４間 ⾯積２６．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011104 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間２間 けた⾏５間 ⾯積３３．０ｍ２
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分類名称（⽬次名称） 品⽬コード 品名規格
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011106 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間２間 けた⾏６間 ⾯積３９．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011108 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間３間 けた⾏４間 ⾯積３９．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011110 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間３間 けた⾏５間 ⾯積４９．５ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011112 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間３間 けた⾏６間 ⾯積５９．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011114 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間３間 けた⾏７間 ⾯積６９．３ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011116 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間３間 けた⾏８間 ⾯積７９．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011118 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間３間 けた⾏９間 ⾯積８９．１ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011120 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間４間 けた⾏５間 ⾯積６６．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011122 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間４間 けた⾏６間 ⾯積７９．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011124 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間４間 けた⾏７間 ⾯積９２．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011126 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間４間 けた⾏８間 ⾯積１０５．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011128 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間４間 けた⾏９間 ⾯積１１８．８ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011130 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間４間 けた⾏１０間 ⾯積１３２．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011136 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間５間 けた⾏６間 ⾯積９９．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011138 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間５間 けた⾏７間 ⾯積１１５．５ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011140 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間５間 けた⾏８間 ⾯積１３２．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011142 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間５間 けた⾏９間 ⾯積１４８．５ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011144 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 平家建て はり間５間 けた⾏１０間 ⾯積１６５．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011146 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間２間 けた⾏４間 ⾯積５２．８ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011148 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間２間 けた⾏５間 ⾯積６６．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011150 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間２間 けた⾏６間 ⾯積７９．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011152 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間３間 けた⾏４間 ⾯積７９．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011154 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間３間 けた⾏５間 ⾯積９９．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011156 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間３間 けた⾏６間 ⾯積１１８．８ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011158 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間３間 けた⾏７間 ⾯積１３８．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011160 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間３間 けた⾏８間 ⾯積１５８．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011162 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間３間 けた⾏９間 ⾯積１７８．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011164 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間４間 けた⾏５間 ⾯積１３２．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011166 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間４間 けた⾏６間 ⾯積１５８．４ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011168 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間４間 けた⾏７間 ⾯積１８４．８ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011170 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間４間 けた⾏８間 ⾯積２１１．２ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011172 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間４間 けた⾏９間 ⾯積２３７．６ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011174 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間４間 けた⾏１０間 ⾯積２６４．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011180 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間５間 けた⾏６間 ⾯積１９８．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011182 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間５間 けた⾏７間 ⾯積２３１．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011184 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間５間 けた⾏８間 ⾯積２６４．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011186 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間５間 けた⾏９間 ⾯積２９７．０ｍ２
組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 8019011188 組⽴式仮設ハウス（フラット型）賃貸料⾦ 解体費 ２階建て はり間５間 けた⾏１０間 ⾯積３３０．０ｍ２
切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他
賃貸料⾦

8017063005 切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他賃貸料⾦ 賃貸料 スペーサー 補助サポート ⻑５００ｍｍ

切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他
賃貸料⾦

8017063010 切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他賃貸料⾦ 賃貸料 スペーサー 補助サポート ⻑１，０００ｍｍ

切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他
賃貸料⾦

8017072005 切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他賃貸料⾦ 賃貸料 伸縮作業棒 Ｓ（ラチェットレンチ付） ⻑１，２００ｍｍ

切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他
賃貸料⾦

8017072010 切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他賃貸料⾦ 賃貸料 伸縮作業棒 Ｌ（ラチェットレンチ付） ⻑２，４００ｍｍ

切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他
賃貸料⾦

8017068005 切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他賃貸料⾦ 基本料 スペーサー 補助サポート ⻑５００ｍｍ

切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他
賃貸料⾦

8017068010 切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他賃貸料⾦ 基本料 スペーサー 補助サポート ⻑１，０００ｍｍ

切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他
賃貸料⾦

8017077005 切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他賃貸料⾦ 基本料 伸縮作業棒 Ｓ（ラチェットレンチ付） ⻑１，２００ｍｍ

切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他
賃貸料⾦

8017077010 切梁サポート・⽔圧サポート・アルミ腹起こし他賃貸料⾦ 基本料 伸縮作業棒 Ｌ（ラチェットレンチ付） ⻑２，４００ｍｍ


