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鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091002 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＵＳ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×組
⽴筋Ｄ２２〜２９ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091004 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＵＷ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×組
⽴筋Ｄ２２〜２５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091006 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＵＷ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×組
⽴筋Ｄ２９ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091008 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＣＳ型（２点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×組
⽴筋Ｄ２２〜２５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091010 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＣＷ型（２点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×組
⽴筋Ｄ２２〜２５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091012 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＦＺ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×平
鋼５０〜６５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091014 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＦＺ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×平
鋼７５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091016 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＡＣ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×平
鋼５０〜７５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091018 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＡＺ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×ア
ングル５０〜６５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091020 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＡＺ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×ア
ングル７５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091022 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＵＢ型（２点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×帯
鉄筋Ｄ１６〜１９ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091024 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＲＳ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×帯
鉄筋Ｄ２２〜２９ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091026 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＲＷ型（４点ロック） 主筋Ｄ２２〜３８×帯
鉄筋Ｄ２２〜２５ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091028 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＭＬ型（主筋重ね継⼿） 主筋Ｄ３２〜３８×
主筋Ｄ３２〜３８ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091030 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＭＬ型（主筋重ね継⼿） 主筋Ｄ２５〜２９×
主筋Ｄ２５〜２９ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091032 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＭＬ型（主筋重ね継⼿） 主筋Ｄ２２×主筋Ｄ
２２ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091034 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＫＬ型（組⽴筋重ね継⼿） 組⽴筋Ｄ１６×組
⽴筋Ｄ１６ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091036 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＫＬ型（組⽴筋重ね継⼿） 組⽴筋Ｄ１９×組
⽴筋Ｄ１９ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091038 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＫＬ型（組⽴筋重ね継⼿） 組⽴筋Ｄ２２×組
⽴筋Ｄ２２ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091040 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＳＨ型（底鉄筋） 主筋Ｄ２２〜３８×底鉄筋
Ｄ１３〜１６ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091042 23 鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック Ｚ型スペーサー 主筋Ｄ２２〜３８ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091044 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック Ｘ型スペーサー 主筋Ｄ２２〜３８×帯鉄筋Ｄ
１３〜２９ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091046 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＳＨ型スペーサー 主筋Ｄ２２〜３８×スペー
サーＤ１３〜１６ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091048 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＦＢ・アングル固定⽤ＢＮ 主筋Ｄ２２〜２５
ＢＮ Ｕ４５−１７ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091050 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ゼスロック ＦＢ・アングル固定⽤ＢＮ 主筋Ｄ３２〜３５
ＢＮ Ｕ５１−１７ ゼン技研

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091052 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＡタイプ 主筋とＦＢ固定 Ｄ１
３〜３２ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091054 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＡタイプ 主筋とＦＢ固定 Ｄ３
５〜４１ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091056 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＢタイプ 主筋とＦＢ固定 Ｄ１
３〜３２ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091058 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＢタイプ 主筋とＦＢ固定 Ｄ３
５〜４１ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091060 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＢＷタイプ 主筋とＦＢ固定 Ｄ
１３〜３２ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091062 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＢＷタイプ 主筋とＦＢ固定 Ｄ
３５〜４１ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091064 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＳＪタイプ 主筋重ね継⼿⽤ Ｄ
１３〜３２ 恵信⼯業
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鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091066 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＳＪタイプ 主筋重ね継⼿⽤ Ｄ
３５〜４１ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091068 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＦＪタイプ 帯鉄筋重ね継⼿⽤
Ｄ１３〜３２ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091070 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＦＪタイプ 帯鉄筋重ね継⼿⽤
Ｄ３５〜４１ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091072 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＴＴタイプ 主筋と帯鉄筋固定
Ｄ１３〜３２ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091074 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットフックＴＴタイプ 主筋と帯鉄筋固定
Ｄ３５〜４１ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091076 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットスペーサー Ｄ１３×座⾦付（Ｕボルト
使⽤） Ｄ１３〜３２ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091078 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ガチットスペーサー Ｄ１３×座⾦付（Ｕボルト
使⽤） Ｄ３５〜４１ 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091080 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ピタットフープ アプセットバット溶接 Ｄ１３
恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091082 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ピタットフープ アプセットバット溶接 Ｄ１６
恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091084 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ピタットフープ アプセットバット溶接 Ｄ１９
恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091086 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ピタットフープ アプセットバット溶接 Ｄ２２
恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091088 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ピタットフープ アプセットバット溶接 Ｄ２５
恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091090 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 ピタットフープ アプセットバット溶接 Ｄ２９
恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091092 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 補強枠製作費 ＦＢ９Ｔ×５０〜７５ 径１２０
０まで 恵信⼯業

鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材―ブランド品― 0501091094 23
鉄筋かご無溶接⼯法⽤部材 ＫＳ⼯法 補強枠製作費 ＦＢ９Ｔ×５０〜７５ 径１５０
０まで 恵信⼯業

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038002 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １０００型 ⾼１，０
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038004 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １２００型 ⾼１，２
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038006 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １２５０型 ⾼１，２
５０ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038008 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １４００型 ⾼１，４
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038010 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １５００型 ⾼１，５
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038012 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １６００型 ⾼１，６
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038014 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １７５０型 ⾼１，７
５０ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038016 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） １８００型 ⾼１，８
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038018 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２０００型 ⾼２，０
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038020 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２２００型 ⾼２，２
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038022 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２２５０型 ⾼２，２
５０ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038024 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２３００型 ⾼２，３
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038026 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２４００型 ⾼２，４
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038028 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２５００型 ⾼２，５
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038030 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２６００型 ⾼２，６
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038032 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２７５０型 ⾼２，７
５０ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038034 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ２８００型 ⾼２，８
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ
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コンクリート擁壁〔国⼟交通⼤⾂認定品〕 1905038036 358
コンクリート擁壁 ⼤地震対応型（宅認 ｑ＝１０ｋＮ／ｍ２） ３０００型 ⾼３，０
００ｍｍ×⻑２，０００ｍｍ

ビニル幅⽊ 3301120100 505 ビニル幅⽊ ワイド幅⽊ 幅３００ｍｍ×⻑９，０００ｍｍ

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011620 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ １４ｍｍ２
丸形

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011625 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ ２２ｍｍ２
丸形

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011630 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ ３８ｍｍ２
丸形

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011635 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ ６０ｍｍ２
丸形

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011640 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ １００ｍｍ
２ 丸形

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011645 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ １５０ｍｍ
２ 丸形

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011650 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ ２００ｍｍ
２ 丸形

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011655 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ ２５０ｍｍ
２ 丸形

耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 4005011660 557-558
耐⽕電線（ＦＰ−Ｃ）（エコマテリアル仕様） 低圧６００Ｖ：ＦＰ−ＣＴ ３２５ｍｍ
２ 丸形

⽀持⾦物―ブランド品― 4101166302 586
⽀持⾦物 ワールドダクターチャンネル Ｚ−Ｄ１Ｓ５０ ４０ｍｍ×３０ｍｍ×５００
ｍｍ 溶融亜鉛めっき仕上げ ネグロス電⼯

⽀持⾦物―ブランド品― 4101162632 586
⽀持⾦物 ダクタークリップ Ｚ−ＤＣ１３ 電線管⽀持 呼び径１３ 溶融亜鉛めっき仕
上げ ネグロス電⼯

アルミテーパーポール 4317016002 620 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上⾼４ｍ
アルミテーパーポール 4317016004 620 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上⾼４．５ｍ
アルミテーパーポール 4317016006 620 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 埋込式 地上⾼５ｍ
アルミテーパーポール 4317016008 620 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上⾼４ｍ
アルミテーパーポール 4317016010 620 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上⾼４．５ｍ
アルミテーパーポール 4317016012 620 アルミテーパーポール 丸段付ポール 直線形 ベース式 地上⾼５ｍ
グラスウールダクト―ブランド品― 5501082042 737 グラスウールダクト 丸ダクト 内径１５０ｍｍ×外径２００ｍｍ マグ・イゾベール
グラスウールダクト―ブランド品― 5501082044 737 グラスウールダクト 丸ダクト 内径１７５ｍｍ×外径２２５ｍｍ マグ・イゾベール
グラスウールダクト―ブランド品― 5501082046 737 グラスウールダクト 丸ダクト 内径２００ｍｍ×外径２５０ｍｍ マグ・イゾベール
グラスウールダクト―ブランド品― 5501082048 737 グラスウールダクト 丸ダクト 内径２２５ｍｍ×外径２７５ｍｍ マグ・イゾベール
グラスウールダクト―ブランド品― 5501082060 737 グラスウールダクト 丸ダクト 内径２７５ｍｍ×外径３２５ｍｍ マグ・イゾベール
グラスウールダクト―ブランド品― 5501082070 737 グラスウールダクト 丸ダクト 内径３００ｍｍ×外径３５０ｍｍ マグ・イゾベール
グラスウールダクト―ブランド品― 5501082080 737 グラスウールダクト 丸ダクト 内径３５０ｍｍ×外径４００ｍｍ マグ・イゾベール
ガス給湯器 3409061460 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋内壁掛形 元⽌式 ５号
ガス給湯器 3409061462 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋内壁掛形 先⽌式 ５号
ガス給湯器 3409061464 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 １０号
ガス給湯器 3409061466 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 １６号
ガス給湯器 3409061468 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 ２０号
ガス給湯器 3409061470 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 ＢＬ認定 １６号
ガス給湯器 3409061472 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 ＢＬ認定 ２０号
ガス給湯器 3409061474 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 １６号
ガス給湯器 3409061476 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ２０号
ガス給湯器 3409061478 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ２４号

ガス給湯器 3409061480 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ＢＬ認定 １６号

ガス給湯器 3409061482 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ＢＬ認定 ２０号

ガス給湯器 3409061484 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 ＢＬ認定 ２４号

ガス給湯器 3409061486 763
ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ １
６号

ガス給湯器 3409061488 763
ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ ２
０号

ガス給湯器 3409061490 763
ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ ２
４号

ガス給湯器 3409061492 763
ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ
ＢＬ認定 １６号

ガス給湯器 3409061494 763
ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ
ＢＬ認定 ２０号
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ガス給湯器 3409061496 763
ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 オートストップ機能付 エコジョーズ
ＢＬ認定 ２４号

ガス給湯器 3409061498 763
ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋内壁掛形 業務⽤ ダクト接続形 エコジョーズ １
６号

ガス給湯器 3409061500 763
ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋内壁掛形 業務⽤ ダクト接続形 エコジョーズ ２
４号

ガス給湯器 3409061502 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 業務⽤ ３２号
ガス給湯器 3409061504 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 業務⽤ ５０号
ガス給湯器 3409061506 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 業務⽤ 即出湯形 ３２号
ガス給湯器 3409061508 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 業務⽤ 即出湯形 ５０号
ガス給湯器 3409061510 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 業務⽤ エコジョーズ ３２号
ガス給湯器 3409061512 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 業務⽤ エコジョーズ ５０号

ガス給湯器 3409061514 763 ガス給湯器 瞬間式 給湯専⽤機 屋外壁掛形 業務⽤ エコジョーズ 即出湯形 ５０号

ガス給湯器 3409066138 763 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 ⾃動 ＢＬ認定 １６号
ガス給湯器 3409066140 763 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 ⾃動 ＢＬ認定 ２０号
ガス給湯器 3409066142 763 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 ⾃動 ＢＬ認定 ２４号
ガス給湯器 3409066144 763 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全⾃動 ＢＬ認定 １６号
ガス給湯器 3409066146 763 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全⾃動 ＢＬ認定 ２０号
ガス給湯器 3409066148 763 ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全⾃動 ＢＬ認定 ２４号

ガス給湯器 3409066150 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 ⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 １６
号

ガス給湯器 3409066152 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 ⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 ２０
号

ガス給湯器 3409066154 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 ⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 ２４
号

ガス給湯器 3409066156 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 １
６号

ガス給湯器 3409066158 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 ２
０号

ガス給湯器 3409066160 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 ２
４号

ガス給湯器 3409066162 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 ⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 １６
号

ガス給湯器 3409066164 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 ⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 ２０
号

ガス給湯器 3409066166 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 ⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 ２４
号

ガス給湯器 3409066168 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 １
６号

ガス給湯器 3409066170 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 ２
０号

ガス給湯器 3409066172 763
ガス給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全⾃動 エコジョーズ ＢＬ認定 ２
４号

ガス給湯器 3409067022 763
ガス給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 ⾃動 １１．６ｋＷ
２温度 ３Ｐヘッダー内蔵 エコジョーズ ＢＬ認定 ２４号

ガス給湯器 3409067024 763
ガス給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 ⾃動 １４．０ｋＷ
２温度 ６Ｐヘッダー内蔵 エコジョーズ ＢＬ認定 ２４号

ガス給湯器 3409067026 763
ガス給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 全⾃動 １１．６ｋＷ
２温度 ３Ｐヘッダー内蔵 エコジョーズ ＢＬ認定 ２４号

ガス給湯器 3409067028 763
ガス給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 全⾃動 １４．０ｋＷ
２温度 ６Ｐヘッダー内蔵 エコジョーズ ＢＬ認定 ２４号

⾵呂がま 3407032010 763 ⾵呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専⽤ ＢＬ認定
⾵呂がま 3407032020 763 ⾵呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専⽤ シャワー付き ＢＬ認定 ６．５号
⾵呂がま 3407032030 763 ⾵呂がま 浴室内設置バランス形 追いだき専⽤ シャワー付き ＢＬ認定 ８．５号

消⽕栓装置 5905010166 766
消⽕栓装置 広範囲型２号消⽕栓 （単独） ⾼１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×⻑２０
０ｍｍ

消⽕栓装置 5905010168 766
消⽕栓装置 広範囲型２号消⽕栓 （消⽕器スペース付） ⾼１，２５０ｍｍ×幅９００
ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010170 766
消⽕栓装置 広範囲型２号消⽕栓 （放⽔⼝併設） ⾼１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×
⻑２３０ｍｍ

消⽕栓装置 5905010172 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） ２号消⽕栓 ＨＢ−４ＡＳ（消⽕
器スペース付） ⾼１，１５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×⻑２００ｍｍ
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消⽕栓装置 5905010174 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） ２号消⽕栓 ＨＢ−４ＢＳ（消⽕
器スペース付） ⾼１，１５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010176 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消⽕栓 ＨＢ−１Ａ
（単独） ⾼１，４００ｍｍ×幅７５０ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010178 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消⽕栓 ＨＢ−１Ｂ
（単独） ⾼１，４００ｍｍ×幅７５０ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010180 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消⽕栓 ＨＢ−１Ａ
Ｓ（消⽕器スペース付） ⾼１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010182 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消⽕栓 ＨＢ−１Ｂ
Ｓ（消⽕器スペース付） ⾼１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010184 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消⽕栓 ＨＢ−１Ａ
（放⽔⼝併設） ⾼１，４００ｍｍ×幅７５０ｍｍ×⻑２３０ｍｍ

消⽕栓装置 5905010186 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消⽕栓 ＨＢ−１Ｂ
（放⽔⼝併設） ⾼１，４００ｍｍ×幅７５０ｍｍ×⻑２３０ｍｍ

消⽕栓装置 5905010188 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消⽕栓 ＨＢ−１Ａ
Ｓ（放⽔⼝併設 消⽕器スペース付） ⾼１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×⻑２３
０ｍｍ

消⽕栓装置 5905010190 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 易操作性１号消⽕栓 ＨＢ−１Ｂ
Ｓ（放⽔⼝併設 消⽕器スペース付） ⾼１，４００ｍｍ×幅１，０５０ｍｍ×⻑２３
０ｍｍ

消⽕栓装置 5905010192 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消⽕栓 ＨＢ−４Ａ
（単独） ⾼１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010194 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消⽕栓 ＨＢ−４Ｂ
（単独） ⾼１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010196 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消⽕栓 ＨＢ−４Ａ
Ｓ（消⽕器スペース付） ⾼１，２５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010198 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消⽕栓 ＨＢ−４Ｂ
Ｓ（消⽕器スペース付） ⾼１，２５０ｍｍ×幅９００ｍｍ×⻑２００ｍｍ

消⽕栓装置 5905010200 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消⽕栓 ＨＢ−４Ａ
（放⽔⼝併設） ⾼１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×⻑２３０ｍｍ

消⽕栓装置 5905010202 766
消⽕栓装置 特定屋内消⽕栓（公共建築標準仕様型） 広範囲型２号消⽕栓 ＨＢ−４Ｂ
（放⽔⼝併設） ⾼１，２５０ｍｍ×幅６００ｍｍ×⻑２３０ｍｍ

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017010110 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 賃貸料 １５ｍ当たり ４．０型 深さ４．０ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017010112 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 賃貸料 １５ｍ当たり ４．５型 深さ４．５ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017010114 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 賃貸料 １５ｍ当たり ５．０型 深さ５．０ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017010116 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 賃貸料 １５ｍ当たり ５．５型 深さ５．５ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017010118 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 賃貸料 １５ｍ当たり ６．０型 深さ６．０ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017013110 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 整備費 １５ｍ当たり ４．０型 深さ４．０ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017013112 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 整備費 １５ｍ当たり ４．５型 深さ４．５ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017013114 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 整備費 １５ｍ当たり ５．０型 深さ５．０ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017013116 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 整備費 １５ｍ当たり ５．５型 深さ５．５ｍ 幅３．０ｍ
未満

たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 8017013118 819
たて込み簡易⼟留材賃貸料⾦ 整備費 １５ｍ当たり ６．０型 深さ６．０ｍ 幅３．０ｍ
未満


